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光誘起型二軸性コレステリック液晶の光学特性モデルに関する研究
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Abstract
Two kinds of models for optical properties of novel photo-induced biaxial cholesteric liquid crystals are
proposed. One model based on the form birefringence theory, which is valid in the case where the
cholesteric pitch is much smaller than the wavelength of light, describes three principal refractive indices of
a deformed cholesteric structure with deformation parameter A, extraordinary refractive index ne and
ordinary refractive index no of the liquid crystal molecules. The other model based on the Berreman’s 4 × 4
matrix method and capable of strictly solving Maxwell equation describes the wave propagation in deformed
cholesteric structures. The solutions from the Berreman’s 4 × 4 matrix method for small pitch cholesteric
structure case coincided with that from the form birefringence theory.

1. はじめに
液晶ディスプレイ（LCD）は，近年のめざましい画
質性能向上と低価格化によって，カラーテレビ市場に
おいて急成長を遂げ，その画面サイズも年々大型化が
進んでいる。LCD の画質性能向上の中でも，特に，
LCD の弱点と言われていた視野角の改善には，位相差フィ
ルムあるいは光学補償フィルムと呼ばれる，屈折率の異
方性（光学異方性）によって生じる位相差を用いて光
の位相を制御するフィルムが大きく貢献している。
LCD への応用においては，フィルム全体に渡って均一
な光学異方性を有する必要があり，三つの主屈折率軸が
すべて異なる二軸性 1）フィルムは，これまで主にフィル
ム延伸で作製されてきたが，偏光によってねじれ構造に
歪みを持たせた特殊なコレステリック構造（Deformed
Cholesteric）が二軸性を有することが報告され 2），液晶性
化合物による二軸性フィルムも作製できるようになった。
本報告は，歪みコレステリック構造の光学モデルと
して，われわれがすでに報告した積層体に対する構造
複屈折理論 3），および光学異方性媒体中の光の伝播に対
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する Maxwell 方程式を厳密に解くための，Berreman によ
る 4 × 4 行列法 4）の二つの異なるアプローチについて比
較検討を行なったものである。

2. 光誘起型二軸性コレステリック液晶
偏光照射により誘起される歪みコレステリック構造
は，Broer ら 5）によってコレステリックの特性反射波長
を制御する技術として最初に見出された。歪みコレス
テリック構造の発生メカニズムを Fig. 1 に示す。

Fig. 1 Mechanism of photo-induced biaxial property development
in deformed cholesteric structures.
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二色性を有する光ラジカル重合開始剤（Fig. 1（a）
）を
ラジカル重合性基を有するコレステリック液晶に添加
し，コレステリック形成温度にて熟成してコレステリック
構造を形成させることにより，二色性光ラジカル重合
開始剤もコレステリック構造に配向している（Fig. 1（b）
）
。
この構造に対して偏光紫外線を照射すると，二色性光
ラジカル重合開始剤はコレステリック構造を形成して
いるため，偏光面に配向している重合開始剤がより多く
の紫外線を吸収して励起され，その結果として，厚み
方向に対してラジカル発生量の分布が生じる（Fig. 1
（c））。ラジカル濃度の大きい部分が早く重合が進むため，
コレステリック構造の配向角度変化に不均一が生じるこ
とによって歪みコレステリック構造が形成される（Fig. 1
（d）
）
。偏光の電場面方向が最もダイレクタが緻密に分布
しているため，面内の偏光方向を x 軸，直交方向を y 軸，
厚み方向を z 軸とし，それぞれの方向の主屈折率を n x,
ny, nz, とすると，nx > ny > nz の二軸性を有するとされて
いる。
歪みコレステリック構造の光学特性を解析するために，
589 nm におけるレターデーションの入射角依存性を平
行ニコル回転法（KOBRA-WR, 王子計測機器（株）製）
により測定した結果を Fig. 2 に示す。Fig. 2（a）は非偏
光照射サンプル，Fig. 2（b）は偏光照射サンプルの結果で
ある。非偏光照射サンプルは正面レターデーションが
なく，入射角が大きくなるにつれてレターデーション
が上昇し，遅相軸は入射面に直交していた。このこと
から，非偏光照射サンプルは負の c-plate であることが
わかった。一方，偏光照射サンプルは正面レターデー
ションを有しており，偏光方向に遅相軸を有していた。

また，レターデーションの入射角依存性は，傾斜軸が
遅相軸の時は入射角が大きくなるにつれて増加し，傾
斜軸が進相軸の時はその逆であった。このことから，x
軸方向の偏光照射によって nx > ny > nz の二軸性を有し
ているように見えることが確認できた。
また，X 線回折により，ネマチック構造由来の回折ピー
クの配向角度φ依存性を測定した。Fig. 3 にφスキャン
の結果を示すが，Fig. 3（a）の非偏光照射サンプルはす
べての角度にわたってピーク強度はほぼ一定であった
のに対し，Fig. 3（b）の偏光照射サンプルは 0 °および±
180 °に極大値を示した。これらにより，非偏光照射サン
プルは液晶が全方向に均一に分布し，偏光照射サンプル
は偏光方向に液晶配向が局在化した歪みコレステリック
構造であることが実験的に示された。

Fig. 3 Azimuthal XRD intensity distribution at 2θ
χ/φ=19.5° of (a)
unpolarized UV-exposed sample and (b) polarized UVexposed sample.

3. 歪みコレステリック構造の光学特性モデル
3.1 構造複屈折理論 6）
光の波長より十分小さい異方性構造は構造複屈折と
呼ばれる複屈折を有している。特に，Fig. 4 に示すよう
な積層構造の屈折率は，

Fig. 2 Dependence of retardation on incident angle ;
(a) unpolarized UV-exposed sample, (b) polarized UVexposed sample.
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と表わすことができる。ここに， α は材料種， nα， fα
はそれぞれ，その材料種の屈折率と体積分率である。
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Fig. 4 Illustration of a layered form birefringent medium.

Fig. 6 Angular density distribution of LC alignment with different
deformation parameters.

と表わされる。面内複屈折Δn は，

Fig. 5 Illustration of the configuration of a deformed cholesteric
film with an incident polarization and a cholesteric layer.

歪みコレステリック構造をモデル化するために，Fig. 5
のような座標系を考えた。照射偏光方向である x 軸を 0°
方向とし，液晶の配向角をφとする。θ方向に偏光面を
有する光に対して，φ方向に配向する液晶の屈折率は，

となる。これらの結果より，歪みパラメータ A とコレ
ステリック液晶固有の屈折率 n e， n o から，歪みコレス
テリック構造を有する光誘起型二軸性コレステリック
液晶の屈折率構造を構造複屈折理論により記述するこ
とができた。この理論により導かれる屈折率は，厚み
方向の構造に依存せず，液晶分子の配向方向の密度分
布のみによって記述されることがわかった。

3.2 Berreman の 4 × 4 行列法 7）
と書くことができる。歪み構造として歪みパラメータ A
を導入し，

のように配向密度分布（Fig. 6）を仮定すると，
（1），
（3），
（4）式から，構造複屈折理論により得られる屈折率は，

となる。遅相軸は照射偏光方向，すなわちθ = 0 である
から，遅相軸屈折率 nx は，

と表わされる。同様に，進相軸屈折率 ny は，
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構造複屈折理論は，コレステリックピッチが波長に
比べて十分小さいときに成立する。そこで，光学異方
性媒体中の光の伝播を厳密に解くために，Berreman に
よる 4 × 4 行列法を導入して，歪みコレステリック構造
に対する光学特性モデルを導出した。Berreman の 4 × 4
行列法によると，厚み方向の位置 z で Fig. 5 に示したよ
うなφ方向に配向している微小厚みΔz の領域への正面
入射は，

と書ける 7），8）。φ（0）= 0 とするため，θ = 0 とした。D
は微分伝播マトリクスと呼ばれる。コレステリック構
造において，φは（4）式を満たす z の関数であるため，
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の逆関数として表わされる。
（9）〜（12）式より，ピッチ p のコレステリック構造中
の正面入射における光の伝播は，

と記述することができる。上記より，厚みの極限値ゼ
ロであるところのΔz = 0 における微分伝播マトリクス
を考慮すると，歪みコレステリック構造を表わす微分
（13）式により，歪みコレス
伝播マトリクス DCh となる。
テリック液晶中の光の伝播を記述できる。

である。
（19）式はコレステリックピッチが光の波長より十分
小さい時の解であるが，構造複屈折理論による結果（6），
（7）式と異なっているように見える。しかし，
（19）式よ
りΔn を求めると，

3.3 Berreman の 4 × 4 行列法と構造複屈折理
論の比較
3.2 節で導出したように，Berreman の 4 × 4 行列法を
用いることにより，歪みコレステリック液晶中の光の
伝播を厳密に記述することができるが，さらに，kp <<
1，すなわちコレステリックピッチが光の波長より十分
小さい時，
（13）式は次のように近似できる。

ここに，

となり，4 次の項まで一致する。5 次以上の項は一致し
ないが，十分な精度で二つの理論は一致していること
が明らかとなった。
この比較から，歪みコレステリック構造から観測さ
れる二軸性は，この近似的な屈折率に基づく構造であ
ることがわかった。しかしながら，実際の試料で得ら
れている約 100 nm 前後のピッチのコレステリックに対
して（13）式を適用すると，DCh が（15）式の形からわず
かにずれることがわかっており，理論上厳密な二軸性
であるとは言えない。つまり，歪みコレステリック構
造は擬似的な二軸性であることが示唆された。

4. まとめ
である。
一方，主屈折率 nx，ny，nz，厚み d の二軸性媒体に正
面から入射した光の伝播は，

と記述され，二軸性媒体の微分伝播マトリクス DBiax は
以下のように記述される。

（14），
（15），
（17），
（18）式を比較することにより，

光誘起型二軸性液晶の主屈折率を，ピッチが光の波
長より十分小さい時に成立する構造複屈折理論と，
Maxwell 方程式の厳密解が得られる Berreman の 4 × 4 行
列法の二つの理論から導くことに成功した。光誘起型
二軸性液晶の主屈折率は，液晶の屈折率 n e， n o と歪み
コレステリック構造の歪みパラメータ A によって求め
られることを示した。また，二つの異なる理論から出
発して得られた二つの解が，ピッチが光の波長より十
分小さい時に一致することを明らかにした。また，歪
みコレステリック構造において観測される光学特性は，
厳密な二軸性でなく擬似的な二軸性（pseudo-biaxial）で
あることが示唆された。今後，X 線回折により得られる
歪みコレステリック構造と，レターデーション測定に
より得られる光学特性の相関解析を行ない，巨視的な
光学特性から歪みコレステリックの微視的な構造解析
に結びつけることができると期待している。
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