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Abstract
We have developed a new optical compensation film called “WV-EA film” for TN mode TFT-LCDs.
A TN panel with AWV-EA film exhibits an excellent viewing angle characteristic, a high contrast ratio
and low color shift compared with the previous type WV film. Such performance has been achieved by
optimizing the total optical characteristics of polymerized discotic materials (PDM) and TAC.

1. はじめに
液晶ディスプレイは，薄く，軽量で，低消費電力と
いう特徴を有し，TV，PC モニター，カーナビ，デジタ
ルカメラ，携帯電話などの用途に使われており，TN
（Twisted Nematic）モード，IPS（In-Plane Switching）
モ ー ド ， VA（ Vertically Aligned） モ ー ド ， OCB
（Optically Compensated Bend）モードなどの液晶モード
が使用されている。TN モードの大きな問題は，視野角
コントラスト（CR）が狭いことであったが，1995 年に
富士写真フイルムが市場導入した，ディスコティック
液晶を利用した新規な光学補償フィルム「WV フィル
ム」1）,2）により，TN モードでの視野角 CR を大幅に拡
大することに成功した。さらに，1999 年のより視野角
CR を拡大した「WV-SA」の導入および偏光板との一体
化などにより，TN モードでの WV フィルムの使用が一
般化し，PC モニターの市場では CRT から液晶ディスプ
レイへの置き換えが進み，17 インチクラスの液晶モニ
ターでは WV フィルムを搭載した TN モードが主流と
なっている。19 インチ以上の大型液晶モニターでは，
従来の WV フィルムを搭載した TN モードでは視野角拡
大効果が十分ではなく，視野角特性の優れた IPS モード
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や VA モードが主流であった。しかし，最近のモニター
の IT-TV 化の流れにより，PC モニターにおいても，静
止画のみならず TV 画像や DVD 画像を視聴するための
動画適性が求められるようになり，特別な駆動回路な
どの工夫の必要がなく応答速度を速めることが可能で
あり，開口率が高く輝度を上げやすい TN モードが見直
されはじめてきた 3）。
このような状況の中で，Fig. 1 に示すような横方向に
サイズ拡大していく大型の PC モニターや LCD-TV に適
した，視野角特性，特に，横方向の視野角特性の優れ
た，従来の WV フィルムに代わる新しい TN モード用
WV フィルムが求められていた。

Fig. 1 Relative Screen sizes of typical LCD monitors.

** 富士写真フイルム（株）R&D 統括本部材料研究本部
品質設計評価センター
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
** Quality Design and Evaluation Center
Materials Research Division, Research & Development
Management Headquarters, Fuji Photo Film Co., Ltd.
Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

59

本報告では，従来の WV フィルムの光学特性のさら
なる最適化を行ない，表示性能，特に，視野角 CR を一
段と向上させた「WV-EA フィルム」について報告する。
今回開発した WV-EA フィルムによって，VA モードに
匹敵する，上下左右 160 °の視野角 CR（CR 10 以上の
領域）と色味の左右視角依存性の低減を達成し，この
ことによって WV フィルムを備えた TN モード液晶ディ
スプレイは高速応答性の特長を生かし，さらに用途拡大
して液晶 TV にも展開されていくものと期待している。

2. WV-EA の開発のコンセプト
WV フィルムは，第一世代，第二世代と表示性能，特
に，視野角 CR の拡大を達成しているが，次期の WV
フィルムとして，WV-EA は市場から求められていた下
記の表示性能を主な改良目標として開発を行なった。
（1）全方位 80 °以上の視野角 CR（CR ＞ 10）を達成す
るとともに，特に，LCD-TV，ワイドモニターと
しての適性が得られるように，横方向での視野
角 CR と白色味変化を改良する。
（2）正面の CR を向上させる。
（3）大サイズに適用できるようにムラを改良する。

3. WV-EA の開発技術
TN モードの黒表示時の液晶セル中の液晶分子は，ね
じれながら立ち上がった構造を有している。基板面近傍
では液晶分子は主に水平になっており，セル中央部では
主に垂直に立ち上がっている。特に，立ち上がった領域
では液晶分子は大きなゆらぎをもっており，液晶セル全
体としては光学軸がない複雑な構造と考えられる。
Fig. 2 に，黒表示状態の TN モード液晶セルに WV
フィルムを配置した状態の簡略化したモデルを示す。
液晶セル内の棒状液晶分子が立ち上がりつつある領域
を，ディスコティック化合物（PDM 層： polymerized
discotic materials）のハイブリッド構造を用いて精密に
補償し，液晶セル内の棒状液晶分子がほぼ立ち上がっ
ている領域を，面内複屈折を精密に制御した TAC フィ
ルムで光学補償するように設計されている 1）,2）。
この WV フィルムを，TN モード液晶セルの上下に配
置することによって視角による光漏れが改良され， 黒
がどこから見てもより 黒く 見えること（光学的な
補償）が実現される。
われわれは，以下の 3 つの技術開発により，視野角拡
大をはじめとする表示特性をさらに向上させることに
成功した。

Fig. 2 Cross-sectional view of a TN-LCD with WV films.
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① PDM 層および TAC のトータルの最適化による視野
角拡大および色味改良
② WV フィルムのヘイズ減少による正面 CR 向上
③ WV フィルムの薄膜化と精密塗布技術によるムラ
の改良
① PDM 層および TAC のトータルの最適化による視野
角拡大および色味改良
PDM 層は，配向膜側では液晶分子の円盤面と配向
膜面との傾斜角度が低い分子が多く，空気界面付近
では，液晶分子の傾斜角度の高い分子が多いハイブ
リッド構造を有している。Fig. 2 では，厚み方向の配
向変化をモデル的に提示しているが，実際の WV
フィルムははるかに複雑な構造であることが解明さ
れつつあり，空気界面側，配向膜側では液晶分子配
向の乱れが大きい，言い換えると液晶分子の配向度
が小さいことがわかってきた 4）。
われわれは，これらの事実をもとに，配向度の乱
れを前提として，PDM 層および TAC のトータルの光
学特性を，高速応答性に優れるパネルでの適性も考
慮して最適化した。こうすることで，PDM 層，また
は，TAC の単独の最適化では達成されない，大幅な
CR 視野角の拡大，特に，横方向での視野角の拡大と
白色味の横方向から見たときの黄色化を低減させる
色味改良を達成した。
② WV フィルムのヘイズ減少による正面 CR 向上
われわれは，WV フィルムの PDM 層および TAC の
構造を詳細に検討した結果，PDM 層および TAC の構
造に光学的に散乱を引き起こし，クロスニコル下で
の光漏れをひきおこす要因があり，その要因により
CR を低下させていることがわかった（Fig. 3，Fig. 4）
。

Fig. 3 Light leakage reduction by haze suppression.

Fig. 4 Improvement of on-axis contrast ratio by haze suppression.
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①で述べた PDM 層，TAC の光学特性の最適化に加え，
WV フィルムの光学的な散乱をさらに抑えることで，
正面の CR 増大させることができた。
③ WV フィルムの薄膜化と精密塗布技術によるムラの
改良
モニターの大型化，ワイド化および動画表示のた
めの高輝度化の動きにより，WV フィルムの均一性
がより要求されるようになってきた。
われわれは，従来の WV フィルムで問題であった
モニター周辺での光漏れ（額縁ムラ）や，PDM 層塗
布時の厚みムラに対する下記の均一化技術を開発し，
現行の WV-A，WV-SA に適用してきた 5）。WV-EA で
はさらにこの技術を発展させて，均一性においても
きわめて優れた WV フィルムとした。
A）偏光板収縮起因のモニター周辺部の光漏れ（額縁
ムラ）改良
従来の WV フィルムを備えたモニターでは，高温
または高温高湿条件下でモニター周辺部に額縁ムラ
と呼ばれる光漏れが発生することがあった。この光
漏れは，偏光板が高温または高温高湿条件で収縮す
るために，WV フィルムに応力が発生し，面内位相差
変化が起こることで生じる。この光漏れは，WV フィ
ルムの厚さを薄くすることで改良される（Fig. 5）が，
単なる厚みの減少では必要な光学特性が得られず，
十分な視野角拡大効果が得れない。そこで，薄い WV
フィルムでも必要な光学特性が発現できる高配向化
技術を開発し，光漏れの改良（Fig. 6）と視野角拡大
の両立を実現した。

B）PDM 層塗布時の厚みムラの改良
従来の PDM 層塗布方式では，乾燥風のゆらぎが
PDM 層厚みのムラを引き起こし，光学特性のムラを
生じさせていた。
PDM 層塗布乾燥時の乾燥風の精密な制御と，PDM
層の厚みムラを抑制する添加剤の開発による厚みム
ラの改良（Fig. 7）により，大幅に厚みの均一性を向
上させた。

Fig. 7 Thickness fluctuation of a polymerized discotic material
layer : (a) previous WV film and (b) irregularity-improved
WV film.

4. WV-EA により達成した主な表示性能
視野角拡大効果は，コントラスト比，色味変化など
の視野角特性を総合的に判断することが必要であり，
本章では，コントラスト比，および黒表示での輝度，
白表示での色味変化の視野角依存性の改良効果につい
て記述する。

4.1 コントラスト比の視野角依存性改良

Fig. 8 Measured iso-contrast curves of TN panels attached with
WV-A films, WV-SA films and WV-EA films.

Fig. 5 Calculated and experimental transmittances of the frame
edge irregular area after 80°C, 1 day drying.

Fig. 6 Measured iso-luminance curves of a panel attached with
WV films.

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.51-2006)

従来の WV フィルム（WV-A，WV-SA）と，今回開
発した WV-EA フィルムを用いた場合の TN モード TFTLCD のコントラスト比の視野角依存性を，コントラス
トマップ上にそれぞれ示す（Fig. 8）
。コントラストマッ
プは，中心からの距離が正面からの極角角度を，同心
円の円周方向が正面から方位角角度を表わし，ある極
角，方位角方向から傾けてみた場合のコントラスト比
を示している。
Fig. 8 に示すように，今回開発した WV-EA フィルム
を用いた場合，従来の WV フィルムよりもコントラス
ト比が改善され，コントラスト比が大きい領域（赤〜
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緑色の領域）が広いことがわかる。特に，横方向の
コントラスト比が大きく改善されており，Fig. 1 のモニ
ターサイズとの対比からわかるように，横方向にサイ
ズアップする大サイズワイドモニターに最適となって
いる。
また，正面 CR も，従来の WV フィルムと比較して改
善されており，より黒が引き締まった表示品位の高い
画像が得られている。

従来品である WV-SA と比較して，WV-EA では高角
度での色味変化が大きく改善され，VA モードに匹敵し
ている。WV-SA では横方向から見た場合に，白色が黄
色味に着色し，くすんだ色となっているが，WV-EA で
は，大きく改善され，クリアーな白色を保持しており，
目視での改善効果も大きい。

4.2 黒表示での輝度の視野角依存性改良
WV-SA フィルム，今回開発した WV-EA フィルムを
用いた場合の TN モード TFT-LCD および VA モード
TFT-LCD の黒表示での輝度の視野角依存性を Fig. 9 に
示す。
従来品である WV-SA と比較して，WV-EA では高角
度での輝度の増加が大きく改善され，通常の視野角
（± 30 °）の範囲では VA モードに匹敵している。WVSA と WV-EA を横方向から見た絵でも，黒輝度が改善
されているために，黒が引き締まり，色鮮やかな画像
となっている。

Fig. 10 Dependece of color shift at white state on horizontal
viewing angle, and oblique view of WV-SA (upper) and
WV-EA (lower).

5. まとめ
われわれは，TN モード TFT-LCD 用の第３世代の視野
角拡大フィルム「WV-EA フィルム」を開発した。WVEA フィルムでは，PDM 層および TAC のトータルの最
適化設計によって，TN モード TFT-LCD の視野角での
コントラスト変化，色味変化をさらに改善させること
に成功した。WV-EA フィルムは，特に，横方向からの
視野角依存性が大幅に改善され，大型化，ワイド化す
るモニター，液晶 TV への展開が期待される。
Fig. 9 Dependence of luminance at black state on horizontal
viewing angle, and oblique view of WV-SA (upper) and
WV-EA (lower).

4.3 白表示での色味の視野角依存性改良
WV-SA フィルム，今回開発した WV-EA フィルムを用
いた場合の TN モード TFT-LCD および VA モード TFTLCD の白表示での色味の視野角依存性を Fig. 10 に示す。
色味変化Δ u v は CIE1976 UCS 色度図による色差を
指標にし，正面での色度からの変化量（正面からの距
離）として評価した。変化量が少ないほうが視角を変
えたときの色味変化が少ないことを表わしている。
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