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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明基材上に、少なくとも１層の透明基材より高い屈折率の層と、該高屈折率層より低い
低屈折率層を有する反射防止フィルムにおいて、該高屈折率層がフッ素系レベリング剤お
よび／またはシリコーン系のレベリング剤を含有し、該低屈折率層を塗工する前に、予め
、該高屈折率層が電離放射線または熱による重合反応により硬化された後に、コロナ処理
、高電圧印加コロナ処理、グロー放電処理、ＵＶ処理、ＥＢ処理、アーク放電処理、プラ
ズマ処理、火焔処理、レーザー処理、またはアルカリ処理の少なくとも１種類以上の物理
処理を施した後、該低屈折率層を塗工したことを特徴とする反射防止フィルム。
【請求項２】
該物理処理を施し、該高屈折率層の表面エネルギーを３０ｍＮ・ｍ-1以上７０ｍＮ・ｍ-1

以下にした後に、該低屈折率層を塗工したことを特徴とする請求項１記載の反射防止フィ
ルム。
【請求項３】
該物理処理を施し、該高屈折率層表面の単位炭素量あたりの有機シリコーン量Ｓｉ/Ｃ、
単位炭素量あたりのフッ素量Ｆ／Ｃを１×１０-3以下にした後に、該低屈折率層を塗工し
たことを特徴とする請求項１または２に記載の反射防止フィルム。
【請求項４】
該低屈折率層の塗布溶剤の５０～１００質量％が 沸点１００℃以下の溶剤であることを
特徴とする請求項１～３いずれか１項記載の反射防止フィルム。
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【請求項５】
該高屈折率層が屈折率の異なる透光性拡散粒子を含む樹脂からなり、表面凹凸における表
面ヘイズ値ｈｓが２％＜ｈｓ＜３０％、内部拡散による内部ヘイズ値ｈｉが２％＜ｈｉ＜
６０％であることが特徴である請求項１～４いずれか１項記載の反射防止フィルム。
【請求項６】
該高屈折率層の屈折率が１．５８以上２．０以下であることが特徴である請求項１～５い
ずれか１項記載の反射防止フィルム。
【請求項７】
偏光層を２枚の保護フィルムで挟持した偏光板において、２枚の保護フィルムのうち少な
くとも一方に請求項１～６いずれか１項に記載の反射防止フィルムを用いたことを特徴と
する偏光板。
【請求項８】
偏光層を２枚の保護フィルムで挟持した偏光板において、２枚の保護フィルムのうち一方
に請求項１～６いずれか1項に記載の反射防止フィルムを用い、もう一方に光学異方性の
ある光学補償膜を用いたことを特徴とする偏光板。
【請求項９】
請求項１～６いずれか1項に記載の反射防止フィルムまたは請求項７または８に記載の反
射防止偏光板の反射防止層をディスプレイの最表層に用いたことを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項１０】
透明基材上に、少なくとも１層の透明基材より高い屈折率の層と、該高屈折率層より低い
低屈折率層を有する反射防止フィルムの製造方法において、該高屈折率層がフッ素系レベ
リング剤および／またはシリコーン系のレベリング剤を含有し、該低屈折率層を塗工する
前に、予め、該高屈折率層が電離放射線または熱による重合反応により硬化された後に、
コロナ処理、高電圧印加コロナ処理、グロー放電処理、ＵＶ処理、ＥＢ処理、アーク放電
処理、プラズマ処理、火焔処理、レーザー処理、またはアルカリ処理の少なくとも１種類
以上の物理処理を施した後、該低屈折率層を塗工することを特徴とする反射防止フィルム
の製造方法。
【請求項１１】
該物理処理を施し、該高屈折率層の表面エネルギーを３０ｍＮ・ｍ-1以上７０ｍＮ・ｍ-1

以下にした後に、該低屈折率層を塗工することを特徴とする請求項１０に記載の反射防止
フィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、反射防止フィルム、偏光板およびそれを用いた液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
反射防止フィルムは一般に、ＣＲＴ、ＰＤＰやＬＣＤのような画像表示装置において、外
光の反射によるコントラスト低下や像の映り込みを防止するために、光学干渉の原理を用
いて反射率を低減するディスプレイの最表面に配置される。このような反射防止フィルム
は、透明基材上に、少なくとも１層の透明基材より高い屈折率の層と、該高屈折率層より
低い低屈折率層を有している。
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、低屈折率層を塗設する際、下層（高屈折率層）との親和性が低いために低
屈折率層の塗布むら、即ち、厚みむらが起こり、これが原因で反射率の悪化が起こるとい
った問題や、下層との密着力が弱いために、耐擦傷性が悪化するといった問題があった。
【０００４】
本発明者らにおいて、低屈折率層の塗布むらに対しては、該高屈折率層の表面エネルギー
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を特定の範囲に収めることが 前述問題に対し効果的であることを見出しているが、諸性
能、塗布面状の点から所望の表面エネルギーの範囲の中に収めることは容易ではなかった
。 特に、高屈折率層の良好な塗布面状を確保したり、点欠陥を抑えるために フッ素系レ
ベリング剤、あるいはシリコーン系レベリング剤を塗布助剤として高屈折率層塗布液中に
混合し、表面エネルギーを低減させることが有効な手段であるが、この場合、高屈折率層
の表面エネルギーが下がり、高屈折率層上に塗設する低屈折率層との親和性が悪化する為
、前述の理由により、低反射率化や良好な耐擦傷性との両立が困難であった。
【０００５】
本発明の目的は、高屈折率層の良好な塗布面状、点欠陥の低減と 低屈折率層塗設後の 反
射率、耐擦傷性を両立させた反射防止フィルムを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、高屈折率層、あるいはフッ素系レベリング剤、シリコーン系レベリング剤
を含有した高屈折率層に対し、コロナ処理、高電圧印加コロナ、グロー放電処理、ＵＶ処
理、ＥＢ処理、アーク放電処理、プラズマ処理、火焔処理、アルカリ処理の少なくとも1
種類以上の物理処理を施した後、低屈折率層を塗設することより、上記目的を達成できる
ことを見出した。
本発明の目的は以下のように達成された。
【０００７】
（１）透明基材上に、少なくとも１層の透明基材より高い屈折率の層と、該高屈折率層よ
り低い低屈折率層を有する反射防止フィルムにおいて、該低屈折率層を塗工する前に、予
め、該高屈折率層をコロナ処理、高電圧印加コロナ処理、グロー放電処理、ＵＶ処理、Ｅ
Ｂ処理、アーク放電処理、プラズマ処理、火焔処理、レーザー処理、またはアルカリ処理
の少なくとも１種類以上の物理処理を施した後、該低屈折率層を塗工したことを特徴とす
る反射防止フィルム。
（２）該高屈折率層がフッ素系及びまたはシリコーン系の界面活性剤を含有することを特
徴とする（１）記載の反射防止フィルム。
（３）該物理処理を施し、該高屈折率層の表面エネルギーを３０ｍＮ・ｍ-1以上７０ｍＮ
・ｍ-1以下にした後に、該低屈折率層を塗工したことを特徴とする（１）または（２）記
載の反射防止フィルム。
【０００８】
（４）該物理処理を施し、該高屈折率層表面の単位炭素量あたりの有機シリコーン量Ｓｉ
/Ｃ、単位炭素量あたりのフッ素量Ｆ／Ｃを１×１０-3以下にした後に、該低屈折率層を
塗工したことを特徴とする（１）～（３）いずれか１項記載の反射防止フィルム。
（５）該低屈折率層の塗布溶剤の５０～１００質量％が 沸点１００℃以下の溶剤である
ことを特徴とする（１）～（４）いずれか１項記載の反射防止フィルム。
（６）該高屈折率層が屈折率の異なる透光性拡散粒子を含む樹脂からなり、表面凹凸にお
ける表面ヘイズ値ｈｓが２％＜ｈｓ＜３０％、内部拡散による内部ヘイズ値ｈｉが２％＜
ｈｉ＜６０％であることが特徴である（１）～（５）いずれか１項記載の反射防止フィル
ム。
（７）該高屈折率層の屈折率が１．５８以上２．０以下であることが特徴である（１）～
（６）いずれか１項記載の反射防止フィルム。
【０００９】
（８）偏光層を２枚の保護フィルムで挟持した偏光板において、２枚の保護フィルムのう
ち少なくとも一方に（１）～（７）いずれか１項に記載の反射防止フィルムを用いたこと
を特徴とする偏光板。
（９）偏光層を２枚の保護フィルムで挟持した偏光板において、２枚の保護フィルムのう
ち一方に（８）に記載の反射防止フィルムを用い、もう一方に光学異方性のある光学補償
膜を用いたことを特徴とする偏光板。
（１０）（１）～（７）いずれか1項に記載の反射防止フィルムまたは（８）または（９
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）に記載の反射防止偏光板の反射防止層をディスプレイの最表層に用いたことを特徴とす
る液晶表示装置。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明は、レベリング剤を用いて表面エネルギーを低下させた高屈折率層の上に低屈折率
層を塗設する際の表面処理として有効であり、特にレベリング剤にて表面エネルギーを３
０ｍＮ・ｍ-1未満にし、本発明の物理処理により、表面エネルギーを３０ｍＮ・ｍ-1以上
７０ｍＮ・ｍ-1以下に調節した後に低屈折率層を設けると優れている。
本発明の反射防止フィルムの代表的な構成を、図面を引用しながら説明する。図１及び図
２は、本発明の反射防止フィルムの主な層構成を示す断面模式図である。
図１に示す態様は、透明基材（１）、高屈折率層（２）、低屈折率層（３）の順序の層構
成を有する。また、高屈折率層（２）中には、防眩性を出す場合、ＡＧ粒子（４）が含有
される。また、透明基材（１）と高屈折率層（２）、低屈折率層（３）は、以下の関係を
満足する屈折率を有する。
高屈折率層の屈折率＞透明基材の屈折率
低屈折率層の屈折率＜高屈折率層の屈折率
【００１１】
図１に示されるような反射防止フィルムでは、低屈折率層が下記式（１）をそれぞれ満足
することが好ましい。
【００１２】
ｍλ／４×０．７＜ｎ１ｄ１＜ｍλ／４×１．３　　　　　（１）
【００１３】
式中、ｍは正の奇数（一般に１）であり、ｎ１は低屈折率層の屈折率であり、そして、ｄ
１は低屈折率層の膜厚（ｎｍ）である。
【００１４】
本発明において、図２に示すような態様も好ましい。図２では、透明基材（１）、ハード
コート層（５）、高屈折率層（２）、低屈折率層（３）の順序の層構成を有する。また、
高屈折率層（３）中には、防眩性を出す場合ＡＧ粒子（４）が含有される。また、ハード
コート層（５）と高屈折率層（２）、低屈折率層（３）は、以下の関係を満足する屈折率
を有する。
高屈折率層の屈折率＞ハードコート層の屈折率
低屈折率層の屈折率＜高屈折率層の屈折率
【００１５】
本発明の高屈折率層の屈折率は１つの値で記述されず、高屈折率層を形成する素材中に粒
子が分散している屈折率不均一層である事も好ましい。高屈折率層を形成する素材の屈折
率は１．５乃至２．００であることが好ましい。さらに好ましくは１．５８乃至２．００
であることが好ましい。高屈折率素材が二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーと
チタン、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、アンチモン、ジルコニウムのうちより選
ばれる少なくとも一つの酸化物からなる粒径１００ｎｍ以下の微粒子とからなる場合、微
粒子の粒径が光の波長よりも十分小さいために散乱が生じず、光学的には均一な物質とし
て振舞うことが、特開平８－１１０４０１等に記載されている。
【００１６】
本発明の反射防止フィルムに用いる透明基材としては、単層または複数の層からなるトリ
アセチルセルロースフィルムを用いることが好ましい。単層のトリアセチルセルロースは
、公開特許公報の特開平７－１１０５５等で開示されているドラム流延あるいはバンド流
延等により作成され、後者の複数の層からなるトリアセチルセルロースは、公開特許公報
の特開昭６１－９４７２５、特公昭６２－４３８４６等で開示されている、いわゆる共流
延法により作成される。すなわち、原料フレークをハロゲン化炭化水素類（ジクロロメタ
ン等、アルコール類（メタノール、エタノール、ブタノール等）、エステル類（蟻酸メチ
ル、酢酸メチル等）、エーテル類（ジオキサン、ジオキソラン、ジエチルエーテル等）等
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の溶剤にて溶解し、これに必要に応じて可塑剤、紫外線吸収剤、劣化防止剤、滑り剤、剥
離促進剤等の各種の添加剤を加えた溶液（ドープと称する）を、水平式のエンドレスの金
属ベルトまたは回転するドラムからなる支持体の上に、ドープ供給手段（ダイと称する）
により流延する際、単層ならば単一のドープを単層流延し、複数の層ならば高濃度のセル
ロースエステルドープの両側に低濃度ドープを共流延し、支持体上である程度乾燥して剛
性が付与されたフィルムを支持体から剥離し、次いで各種の搬送手段により乾燥部を通過
させて溶剤を除去することからなる方法である。
【００１７】
上記のような、トリアセチルセルロースを溶解するための溶剤としては、ジクロロメタン
が代表的である。しかし、技術的には、ジクロロメタンのようなハロゲン化炭化水素は問
題なく使用できるが、地球環境や作業環境の観点では、溶剤はジクロロメタン等のハロゲ
ン化炭化水素を実質的に含まないことが好ましい。「実質的に含まない」とは、有機溶剤
中のハロゲン化炭化水素の割合が５質量％未満（好ましくは２質量％未満）であることを
意味する。ジクロロメタン等を実質的に含まない溶剤を用いてトリアセチルセルロースの
ドープを調整する場合には、後述するような特殊な溶解法が必須となる。
【００１８】
第一の溶解法は、冷却溶解法と称され、以下に説明する。まず室温近辺の温度（－１０～
４０℃）で溶剤中にトリアセチルセルロースを撹拌しながら徐々に添加する。次に、混合
物は－１００～－１０℃（好ましくは－８０～－１０℃、さらに好ましくは－５０～－２
０℃、最も好ましくは－５０～－３０℃）に冷却する。冷却は、例えば、ドライアイス・
メタノール浴（－７５℃）や冷却したジエチレングリコール溶液（－３０～－２０℃）中
で実施できる。このように冷却すると、トリアセチルセルロースと溶剤の混合物は固化す
る。さらに、これを０～２００℃（好ましくは０～１５０℃、さらに好ましくは０～１２
０℃、最も好ましくは０～５０℃）に加温すると、溶剤中にトリアセチルセルロースが流
動する溶液となる。昇温は、室温中に放置するだけでもよし、温浴中で加温してもよい。
【００１９】
第二の方法は、高温溶解法と称され、以下に説明する。まず室温近辺の温度（－１０～４
０℃）で溶剤中にトリアセチルセルロースを撹拌しながら徐々に添加される。本発明のト
リアセチルセルロース溶液は、各種溶剤を含有する混合溶剤中にトリアセチルセルロース
を添加し予め膨潤させることが好ましい。本法において、トリアセチルセルロースの溶解
濃度は３０質量％以下が好ましいが、フィルム製膜時の乾燥効率の点から、なるべく高濃
度であることが好ましい。次に有機溶剤混合液は、０．２ＭＰａ～３０ＭＰａの加圧下で
７０～２４０℃に加熱される（好ましくは８０～２２０℃、更に好ましく１００～２００
℃、最も好ましくは１００～１９０℃）。次にこれらの加熱溶液はそのままでは塗布でき
ないため、使用された溶剤の最も低い沸点以下に冷却する必要がある。その場合、－１０
～５０℃に冷却して常圧に戻すことが一般的である。冷却はトリアセチルセルロース溶液
が内蔵されている高圧高温容器やラインを、室温に放置するだけでもよく、更に好ましく
は冷却水などの冷媒を用いて該装置を冷却してもよい。
【００２０】
本発明の反射防止フィルムでは、ハードコート層を必要に応じてフィルムの耐押し傷性向
上の目的で透明基材と高屈折率層との間に塗工してもよい。
ハードコート層に用いる化合物は、飽和炭化水素またはポリエーテルを主鎖として有する
ポリマーであることが好ましく、飽和炭化水素を主鎖として有するポリマーであることが
さらに好ましい。バインダーポリマーは架橋していることが好ましい。飽和炭化水素を主
鎖として有するポリマーは、エチレン性不飽和モノマーの重合反応により得ることが好ま
しい。架橋しているバインダーポリマーを得るためには、二以上のエチレン性不飽和基を
有するモノマーを用いることが好ましい。
【００２１】
二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの例には、多価アルコールと（メタ）アク
リル酸とのエステル（例、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，４－ジクロ
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ヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート）、ペンタ
エリスリトールトリ（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、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、ジ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、ジペン
タエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、１，３，５－シクロヘキサントリオール
トリメタクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、ポリエステルポリアクリレート）
、ビニルベンゼンの誘導体（例、１，４－ジビニルベンゼン、４－ビニル安息香酸－２－
アクリロイルエチルエステル、１，４－ジビニルシクロヘキサノン）、ビニルスルホン（
例、ジビニルスルホン）、アクリルアミド（例、メチレンビスアクリルアミド）およびメ
タクリルアミドが含まれる。これらのなかでも、ジペンタエリスリトールペンタアクリレ
ートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物が市販されており、膜硬度の
点で本発明では特に好ましい。
【００２２】
これらのエチレン性不飽和基を有するモノマーは、各種の重合開始剤その他添加剤と共に
溶剤に溶解、塗布、乾燥後、電離放射線または熱による重合反応により硬化させる必要が
ある。
【００２３】
二以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの代わりまたはそれに加えて、架橋性基の
反応により、架橋構造をバインダーポリマーに導入してもよい。架橋性官能基の例には、
イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボ
ニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基および活性メチレン基が含まれる
。ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチ
ロール、エステルおよびウレタン、テトラメトキシシランのような金属アルコキシドも、
架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。ブロックイソシアナート基のよう
に、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい。即ち、架橋基とは、上記
化合物に限らず上記官能基が分解した結果反応性を示すものであってもよい。
これら架橋基を有する化合物は塗布後熱などによって架橋させる必要がある。
【００２４】
本発明の高屈折率層を形成するバインダ部の素材の屈折率は、 好ましくは１．５０～２
．００であり、より好ましくは１．５８～２．００である。低屈折率層を形成する素材の
屈折率は好ましくは１．３８～１．４９である。透明基材として用いられるトリアセチル
セルロースの屈折率は１．４８である。
高屈折率層の屈折率が小さすぎると反射防止性が低下する。 一方、これが大きすぎると
、反射防止フィルムの反射光の色味が強くなり好ましくない。また、反射防止性は、低屈
折率層の屈折率が１．３８～１．４９の間では低いほど良好になるが、反射光の色味が強
くなる。
【００２５】
防眩性反射防止フィルムの場合、防眩性の目安となる表面ヘイズ値ｈｓは、好ましくは２
～３０％、より好ましくは２～２０％である。必ずしも防眩性とヘイズ値はリニアに対応
しないが、ヘイズ値が２％未満では充分な防眩性が得られず、防眩性反射防止フィルムを
得ることはできない。 一方、表面ヘイズ値ｈｓが３０％より大きいと、表面散乱が強す
ぎるため、画像の鮮明性の低下、白化等の問題を引き起こし、好ましくない。
また、防眩性を得るために高屈折率層に添加するＡＧ粒子及びまたは内部散乱子として
添加する粒子を、高屈折率層の屈折率と異なるようにし、ディスプレイ内からの出射光を
高屈折率層内で内部散乱させることは、防眩性を付与する為に設けた表面凹凸により生じ
るギラツキという問題を低減させるのに効果的である。 ＬＣＤの高精細化によって、画
素サイズが小さくなればなるほど、このギラツキの問題は顕在化してくる。 この時の内
部散乱の程度を示す指標である内部ヘイズ値ｈｉ（＝全ヘイズｈｔ－表面ヘイズｈｓ）は
好ましくは２～６０％、より好ましくは２～４０％である。内部ヘイズ値ｈｉが２％未満
では充分な内部散乱効果が得られず、一方、ｈｉが６０％より大きくなるとコントラスト
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低下が大きくなり好ましくない。
【００２６】
高屈折率層を形成する化合物は、上記ハードコート層を形成する素材に加えて、高屈折率
を有するモノマーまたは高屈折率を有する金属酸化物超微粒子を含む。
高屈折率モノマーの例には、ビス（４－メタクリロイルチオフェニル）スルフィド、ビニ
ルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド、４－メタクリロキシフェニル－４‘－メトキ
シフェニルチオエーテル等が含まれる。
高屈折率を有する金属酸化物超微粒子の例には、ジルコニウム、チタン、アルミニウム、
インジウム、亜鉛、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なくとも一つの酸化物からなる
粒径１００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以下の微粒子を含有することが好ましい。微粒
子の例としては、ＺｒＯ2、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｉｎ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＳｎＯ2、Ｓｂ2Ｏ3

、ＩＴＯ等が挙げられる。これらの中でも、特にＺｒＯ2が好ましく用いられる。
無機微粒子の添加量は、ハードコート層の全重量の１０乃至９０質量％であることが好ま
しく、２０乃至８０質量％であると更に好ましい。
【００２７】
次に、高屈折率層の表面エネルギーを所望の値にまで上げるための、物理処理について説
明する。但し、これに制限を受けるものではなく、物理処理によって所望の表面エネルギ
ーへの調整が行えればよい。本発明においては、該高屈折率層に対して、コロナ処理、高
電圧印加コロナ処理、グロー放電処理、ＵＶ処理、ＥＢ処理、アーク放電処理、プラズマ
処理、火焔処理、レーザー処理、またはアルカリ処理の少なくとも１種類以上の物理処理
を施す。
【００２８】
[コロナ放電処理]
表面処理のうち、コロナ放電処理は、最もよく知られている方法であり、従来公知のいず
れの方法、例えば特公昭４８－５０４３号、同４７－５１９０５号、特開昭４７－２８０
６７号、同４９－８３７６７号、同５１－４１７７０号、同５１－１３１５７６号等に開
示された方法により達成することができる。放電周波数は５０Hz～５０００kHz 、好まし
くは５kHz ～数１００kHz が適当である。放電周波数が小さすぎると、安定な放電が得ら
れずかつ被処理物にピンホールが生じ、好ましくない。又周波数が高すぎると、インピー
ダンスマッチングのための特別な装置が必要となり、装置の価格が大となり、好ましくな
い。被処理物の処理強度に関しては、０．００１KV・A・分／m2～５KV・A・分／m2、好ま
しくは０．０１KV・A・分／m2～１KV・A・分／m2、が適当である。電極と誘電体ロールの
ギャップクリアランスは０．５～２．５mm、好ましくは１．０～２．０mmが適当である。
【００２９】
[高電圧印加コロナ処理]
次に高電圧印加コロナ放電処理について説明する。この高電圧印加コロナ放電処理は、常
温・常圧の大気中、一定間隔で対抗させた２つの電極間に数ｋV～数十ｋVの電圧をパルス
状に断続的に印加して生じる酸素等の活性なプラズマ状態を利用する処理であり、このパ
ルス状高電圧の印加は、熱の発生を抑える事ができ、被処理物であるフイルムを加熱する
が事なく、又、スパーク現象による損傷も与え難い。このコロナ放電処理には常圧プラズ
マ発生装置を使用する。パルス状の高電圧を印加するコロナ放電処理は、従来のコロナ放
電処理と違い、直流電圧からパルス形成回路を通じて生じるパルス状高電圧を印加しコロ
ナ放電を発生させている。パルス状高電圧を印加するための諸要因としては主に高電圧パ
ルスの波形幅、電解強度、印加電圧、電極間距離、とパルス頻度が上げられる。
高電圧パルス波形のパルス幅は１μ秒以上が好ましく、２μ秒ないし２０μ秒に設定する
事がより好ましい。２０μ秒を超えるとの設定では火花が発生し、１μ秒未満では表面処
理の効果が乏しくなる。
【００３０】
電解強度は式２で表された式により計算されている。
【００３１】
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電解強度　＝　印加電圧　／　電極間距離　・・・（２）
電解強度は４ｋV／ｃｍないし３０ｋV／ｃｍが好ましく、５ｋV／ｃｍないし２５ｋV／ｃ
ｍがより好ましい。電解強度が３０ｋV／ｃｍを超えると火花が発生し、４ｋV／ｃｍ未満
では有効なコロナ放電が発生しにくく、表面処理の効果が乏しくなる。
パルス頻度は１秒間に１０回以上発生する事が好ましく、1秒間に５０回ないし１００回
発生する事がより好ましい。一秒間に２００回以上のパルスを発生させる為には高電圧発
生装置が非常に大掛かりになり、製造のコストが高くなり、１０回未満では表面処理の効
果が乏しくなる。
【００３２】
[グロー放電処理]
本発明のグロー放電処理雰囲気のガス組成は、窒素と水の重量分率の合計が８０～９０％
であり、かつ水に対する窒素の重量比が５以上、より好ましくは１０以上、さらに好まし
くは１５以上である。水に対する窒素の重量比は、真空減圧によりフィルムから放出され
る水分量と、外部から真空系に導入する空気量を制御することで可能であり、特殊なヘリ
ウムやアルゴンガスを用いることなく処理することができる。重量比が５未満では十分な
処理を行う事が難しくなる。グロー放電処理中のガス組成測定は、グロー放電処理装置に
取付けたサンプリングチューブからガスを４極子型質量分析器（日本真空製ＭＳＱ－１５
０）に導き、定量する事ができる。
【００３３】
表面処理すべきフィルムを予め加熱した状態で真空グロー放電処理を行うと、常温で処理
するのに比べ短時間の処理で効果を得ることができる。予熱温度は７０℃以上Ｔｇ以下が
好ましく、８０℃以上Ｔｇ以下がより好ましい。Ｔｇ以上の温度で予熱するとベースのハ
ンドリングが困難になる。
真空中でフィルム表面温度を上げる具体的方法としては、赤外線ヒータによる加熱、熱ロ
ールに接触させることによる加熱等がある。
【００３４】
このように予熱したフィルムをグロー放電処理するが、上記ガス組成及びフィルムの予熱
温度等以外に抑制すべき重要な処理条件として、真空度、放電周波数、放電処理強度等が
挙げられる。これら処理条件を制御することにより、良好なグロー放電処理を実施するこ
とが可能となる。
グロー放電処理時の圧力は０．０１～４Torrが好ましく、より好ましくは０．０２～２To
rrである。圧力が低すぎるとフィルム表面を十分に改質することができず、充分な表面エ
ネルギーの低減ができない。一方、圧力が高すぎると安定な放電が起こらない。
また、使用する放電周波数は、従来技術に見られるように、直流から数１０００ＭＨｚ、
好ましくは５０Ｈｚ～２０ＭＨｚ、さらに好ましくは１ＫＨｚ～１ＭＨｚである。
放電処理強度は、０．０１ＫＶ・Ａ・分／ｍ2～５ＫＶ・Ａ・分／ｍ2が好ましく、更に好
ましくは０．１ＫＶ・Ａ・分／ｍ2～１ＫＶ・Ａ・分／ｍ2である。
【００３５】
[ＵＶ処理]
表面処理方法として紫外線照射処理もある。紫外線照射処理は、特公昭４３－２６０３号
、特公昭４３－２６０４号、特公昭４５－３８２８号記載の処理方法によって行われるの
が好ましい。水銀灯は石英管からなる高圧水銀灯で、紫外線の波長が２２０～３８０nmの
間であるものが好ましい。紫外線照射は支持体の延伸工程、熱固定時、熱固定後の何れで
もよい。
紫外線照射の方法については、光源は被フィルムの表面温度が１５０℃前後にまで上昇す
ることがフィルム性能上問題なければ、主波長が３６５nmの高圧水銀灯ランプを使用する
ことができる。低温処理が必要とされる場合には主波長が２５４nmの低圧水銀灯が好まし
い。またオゾンレスタイプの高圧水銀ランプ、及び低圧水銀ランプを使用する事も可能で
ある。処理光量に関しては処理量が多いほどフィルムへの改質効果は向上するが、光量の
増加に伴いフィルム支持体が着色し、またフィルム支持体が脆くなるという問題が発生す
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る。本発明の高屈折率層に対しては、３６５nmを主波長とする高圧水銀ランプで、照射光
量２０～１００００（mJ／cm2）がよく、より好ましくは５０～２０００（mJ／cm2）　で
ある。４２５を主波長とする低圧水銀ランプの場合には、照射光量１００～１００００（
mJ／cm2）がよく、より好ましくは３００～１５００（mJ／cm2）である。
【００３６】
[火焔処理]
本発明に使用される火炎処理は、従来より行われているいずれの方法でもよく、天然ガス
でもプロパンガスでも良い。該火炎処理は、高屈折率層にダメージを与えない程度の熱を
火炎で加えることが重要であり、火炎処理条件は所望の表面エネルギーになるように、適
時調整すると良い。
【００３７】
[アルカリ処理]
本発明の表面処理にアルカリ処理もある。ここで行われる「アルカリ処理」の方法として
は、アルカリ水溶液に浸す方法であれば特に限定されない。アルカリ処理条件は高屈折率
層の表面形状が大きく変化しない範囲で適宜調整される。アルカリ水溶液としては、水酸
化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液、アンモニア水溶液などが使用可能であり、
水酸化ナトリウム水溶液が好ましい。アルカリ水溶液の濃度は０．１～２５％が好ましく
、０．５～１５％がより好ましい。アルカリ処理温度は１０～８０℃、好ましくは２０～
６０℃である。アルカリ処理時間は生産効率と性能の点から５秒～５分、好ましくは３０
秒～３分であるが、実際には所望の表面エネルギーに合わせるための条件設定を行う。ア
ルカリ処理後のフィルムは酸性水で中和した後、十分に水洗いを行うことが好ましい。水
洗処理後のフィルムは十分に乾燥したあとに次の工程に用いられる。
【００３８】
[ＥＢ処理]
本発明に使用されるＥＢ処理について以下に説明する。
照射する電子線のエネルギー量は線量（Ｄ）として式ａによって求められる。
（式ａ）
線量（ｋＧｙ）＝装置定数×全電子電流（ｍＡ）／処理スピード（ｍ／分）
各装置によって決まっている装置定数に電流値の積をとり処理スピードの和を取った式で
ある。電子線の線量は透明基材の耐熱性にもよるが１０ｋＧｙ以上である事が好ましく１
５ｋＧｙ以上が特に好ましい。１０ｋＧｙ未満ではその効果が得られず、線量が多いと製
造コスト、熱により透明基材が塑性変形を起してしまうからである。
【００３９】
[プラズマ処理]
本発明に係わる、プラズマ処理には 従来のプラズマジェネレータを使用できる。そのよ
うなジェネレータは内部及び外部の容量性結合、誘導結合、抵抗結合、そして導波管技術
を使用する熱、無線周波数、直流、可聴周波数、及び極超矩波プラズマを含む。電気的励
起は、可聴周波数から無線周波数さらに、マイクロ波振動数までの高周波数電源に誘導或
いは容量性の手段を使用して結合する内部電極によって生じさせるＤＣ或いは低周波ＡＣ
グロー放電によって供給される。マイクロ波導波管技術も使用できる。プラズマジェネレ
ータの適当かつ典型例はPlasma Science社によって製造されるプラズマ反応装置である。
【００４０】
プラズマは表面に反応性酸素含有官能基を有する表面処理した基質を供給できるガスのほ
とんどから発生する。例えば、適当な気体は 酸素とアルゴンのような不活性ガスの混合
物、或いは酸素と窒素の混合物（例えば空気）と酸素の有機化合物とすることができる。
他の成分は水素とヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン等の他の不活性気体のような
ガス混合物に現れる。
【００４１】
本発明に係わる表面改良のためのプラズマ発生には 広範囲の電源、無線周波数、露出の
持続時間、温度、及びガス圧力の調整が必要である。これらのパラメータの範囲は ５～
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３０ＷのDC或いはAC出力密度レベル（好ましくは15～25Ｗ）、振動数１３．５６メガHz以
下、持続時間５秒～１０分、温度１０～４０℃、圧力０．０４～０．４０Ｔｏｒｒである
。ガス流速は停滞した状態から毎秒いくらかの容量置換に可変する。酸素濃度を制御する
ポンプダウン圧力は０．０１～０．００１Ｔｏｒｒである。これらのポンプダウン圧力は
ポンプの容量に基づいて１０～３０分に達する。
【００４２】
[レーザー処理]
本発明のレーザー処理について説明する。 特に好ましいのは紫外線レーザー処理である
が、これに限定されるものではない。紫外線レーザー光とは１５０～３８０ｎｍの波長を
有するものであり、ＸｅＦ、ＸｅＣｌ、ＫｒＦ、ＡｒＦなどのレーザーの他、銅蒸気レー
ザー、ＹＡＧレーザーなどの高調波レーザー光を用いることができるが、特に好ましいの
は２４８ｎｍの波長を有するＫｒＦレーザーである。レーザー光の照射方法には特に限定
はない。照射は空気中、不活性ガス、加圧下、又は真空中のいずれで実施してよい。照射
に関しての温度は、常温から１００℃の範囲が望ましい。照射条件として重要なのは、照
射フルエンス及び照射ショット数である。照射フルエンスは 通常１ｍＪ/cm2/パルス～５
００ｍＪ/cm2/パルスの範囲が好ましいが、特に好ましいのは、３０～８０ｍＪ/cm2/パル
スが望ましい。閾値以上でなるべく低フルエンスで照射するのが物性の面から好ましいが
、表層部で一定深さを改質するには上記範囲でレーザー照射を行うのが望ましい。
本発明において、該高屈折率層の表面処理としては、コロナ処理、高電圧印加コロナ処理
、グロー放電処理、ＵＶ処理、火焔処理、アルカリ処理が好ましい。
【００４３】
本発明の(防眩)高屈折率層では、特に塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一性を確保
するために、フッ素系、シリコーン系の何れかのレベリング剤、あるいはその両者を高屈
折率層形成用の塗布組成物中に含有することが好ましい。
フッ素系レベリング剤の例としては、スリーエム社製のフロラードＦＣ－４３１等のパー
フルオロアルキルスルホン酸アミド基含有ノニオン、大日本インキ社製のメガファックＦ
－１７１、Ｆ－１７２、Ｆ－１７３、Ｆ－１７４、Ｆ－１７６ＰＦ等のパーフルオロアル
キル基含有オリゴマー等が挙げられる。シリコーン系のレベリング剤としては、エチレン
グリコール、プロピレングリコール等のオリゴマー等の各種の置換基で側鎖や主鎖の末端
が変性されたポリジメチルシロキサン等が挙げられ、信越化学社製のＫＦ－９６、Ｘ－２
２－９４５などがある。
【００４４】
しかしながら、上記のようなレベリング剤を使用することにより、高屈折率層表面にＦ原
子を含有する官能基および／またはＳｉ原子を有する官能基が存在することで高屈折率層
の表面エネルギーが低下し、低屈折率層との親和性が悪化し、高屈折率層上に低屈折率層
を塗設したときに反射防止性、耐擦傷性が悪化する問題が生じる。これは低屈折率層を形
成するために用いられる塗布組成物の濡れ性が悪化するために低屈折率層の膜厚の目視で
は検知できない微小なムラが大きくなったためと推定される。このような問題を解決する
ためには、高屈折率層の表面エネルギーを好ましくは３０ｍＮ・ｍ-1～７０ｍＮ・ｍ-1に
、より好ましくは４０ｍＮ・ｍ-1～７０ｍＮ・ｍ-1に制御することが効果的であり、さら
に後述するように低屈折率層の塗布溶剤を好ましくは５０～１００重量パーセントが１０
０℃以下の沸点を有するもの、さらに好ましくは９０～１００重量パーセントが１００℃
以下の沸点を有するものとすることが効果的である。また、上記のような問題を解決する
には、 Ｘ線光電子分光法で測定したフッ素原子由来のピークと炭素原子由来のピークの
比であるＦ／Ｃ、有機シリコーンのＳｉ原子由来のピークと炭素原子由来のピークの比で
あるＳｉ／Ｃが 好ましくは１×１０-3以下、さらに好ましくは５×１０-4以下であるこ
とが有効である。
【００４５】
本発明の反射防止フィルムの低屈折率層は、下記式（３）を満足することが好ましい。
ｍλ／４×０．７＜ｎ１ｄ１＜ｍλ／４×１．３　・・・式（３）
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式中、ｍは正の奇数（一般に１）であり、ｎ１は低屈折率層の屈折率であり、そして、ｄ
１は低屈折率層の膜厚（ｎｍ）である。また、λは設定波長であり、５００～５５０（ｎ
ｍ）の範囲である.
なお、上記式（３）を満たすとは、上記波長の範囲において式（３）を満たすｍ（正の奇
数、通常１である）が存在することを意味する。
【００４６】
低屈折率層には、熱または電離放射線により硬化する含フッ素化合物が用いられる。該硬
化物の動摩擦係数は好ましくは０．０３～０．１５、水に対する接触角は好ましくは９０
～１２０度である。
該硬化性の含フッ素高分子化合物としてはパーフルオロアルキル基含有シラン化合物（例
えば（ヘプタデカフルオロ－１，１，２，２－テトラデシル）トリエトキシシラン）等の
他、含フッ素モノマーと架橋性基付与のためのモノマーを構成単位とする含フッ素共重合
体が挙げられる。
含フッ素モノマー単位の具体例としては、例えばフルオロオレフィン類（例えばフルオロ
エチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン
、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロ－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソール
等）、（メタ）アクリル酸の部分または完全フッ素化アルキルエステル誘導体類（例えば
ビスコート６ＦＭ（大阪有機化学製）やＭ－２０２０（ダイキン製）等）、完全または部
分フッ素化ビニルエーテル類等である。
架橋性基付与のためのモノマーとしてはグリシジルメタクリレートのように分子内にあら
かじめ架橋性官能基を有する（メタ）アクリレートモノマーの他、カルボキシル基やヒド
ロキシル基、アミノ基、スルホン酸基等を有する（メタ）アクリレートモノマー（例えば
（メタ）アクリル酸、メチロール（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ）ア
クリレート、アリルアクリレート等）が挙げられる。後者は共重合の後、架橋構造を導入
できることが特開平１０－２５３８８および特開平１０－１４７７３９により開示されて
いる。
【００４７】
また上記含フッ素モノマーを構成単位とするポリマーだけでなく、フッ素原子を含有しな
いモノマーとの共重合体を用いてもよい。併用可能なモノマー単位には特に限定はなく、
例えばオレフィン類（エチレン、プロピレン、イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン
等）、アクリル酸エステル類（アクリル酸メチル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル
、アクリル酸２－エチルヘキシル）、メタクリル酸エステル類（メタクリル酸メチル、メ
タクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、エチレングリコールジメタクリレート等）、ス
チレン誘導体（スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、α－メチルスチレン等）
、ビニルエーテル類（メチルビニルエーテル等）、ビニルエステル類（酢酸ビニル、プロ
ピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等）、アクリルアミド類（Ｎ－ｔｅｒｔブチルアクリルア
ミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド等）、メタクリルアミド類、アクリロ二トリル
誘導体等を挙げることができる。
【００４８】
低屈折率層の形成に用いる含フッ素樹脂には、耐傷性を付与するためにＳｉの酸化物超微
粒子を添加して用いるのが好ましい。反射防止性の観点からは屈折率が低いほど好ましい
が、含フッ素樹脂の屈折率を下げていくと耐傷性が悪化する。そこで、含フッ素樹脂の屈
折率とＳｉの酸化物超微粒子の添加量を最適化することにより、耐傷性と低屈折率のバラ
ンスの最も良い点を見出すことができる。
Ｓｉの酸化物超微粒子としては、市販の有機溶剤に分散されたシリカゾルをそのまま塗布
組成物に添加しても、市販の各種シリカ紛体を有機溶剤に分散して使用してもよい。
【００４９】
低屈折率層用の塗布組成物に用いる沸点が１００℃以下の塗布溶剤としては、メチルエチ
ルケトン、アセトン等のケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸メチル等のエステル系溶剤、メ
チルセロソルブ等のエーテルアルコール系溶剤、エタノール、メタノール、２－ブタノー
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ル、ｔ－ブタノール、等のアルコール系溶剤等の中から、塗布組成物中に含まれる固形分
の溶解性の高いものが好ましく用いられ、特にメチルエチルケトン、ｔ－ブタノールが好
ましく用いられる。１００℃以下の溶剤が好ましいのは、乾燥を早め、防眩性高屈折率層
の凹凸表面に塗設される低屈折率層の厚みムラをできるだけ低減させるためである。
【００５０】
反射防止膜の各層は、ディップコート法、エアーナイフコート法、カーテンコート法、ロ
ーラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法やエクストルージョンコート
法（米国特許２６８１２９４号明細書）により、塗布により形成することができる。二以
上の層を同時に塗布してもよい。同時塗布の方法については、米国特許２７６１７９１号
、同２９４１８９８号、同３５０８９４７号、同３５２６５２８号の各明細書および原崎
勇次著、コーティング工学、２５３頁、朝倉書店（１９７３）に記載がある。
【００５１】
反射防止膜は、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレ
クトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）や陰極管表示装置（ＣＲＴ）のような画像
表示装置に適用する。本発明の反射防止膜は、透明基材側を画像表示装置の画像表示面に
接着して適用されるが、特に液晶表示装置に用いる場合は、トリアセチルセルロースは偏
光板の偏光層を保護する保護フィルムに用いられるため、本発明の反射防止フィルムをそ
のまま偏光層用の保護フィルムに用いることがより好ましい。偏光層の保護フィルムとし
て用いるためには、接着性の観点から、保護フィルムをけん化処理する必要がある。本発
明の反射防止フィルムはけん化耐性があるため、保護フィルムに張り合わせる直前にけん
化処理することができる。けん化処理は、トリアセチルセルロースフィルムに直接行って
も、ハードコート層を形成した後、あるいは高屈折率層を形成した後に行っても良いが、
生産性の観点から、全層を形成した後に、偏光板を製造する段階で行うのが好ましい。
偏光板は、偏光層を２枚の保護フィルムで挟持している。従って、２枚の保護フィルムの
うち少なくとも一方に本発明の反射防止フィルムを用い、もう一方に通常のトリアセチル
セルロースを用いてもよいし、光学異方性のある光学補償膜を用いてもよい。
本発明の反射防止フィルムを液晶表示装置に適用する場合には、本発明の反射防止フィル
ムまたは上記反射防止膜付き偏光板の反射防止層側をディスプレイの最表層となるように
用いることができる。
【００５２】
本発明を詳細に説明するために、以下に実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限
定されるものではない。
【００５３】
【実施例】
（トリアセチルセルロースベース）
富士写真フイルム（株）製 ＴＤ－８０ＵＦを用いた。
【００５４】
（ハードコート層塗布液の調製）
ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
トの混合物（商品名：ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）２５０ｇを、４３９ｇのメチルエチ
ルケトン／シクロヘキサノン＝５０／５０質量％の混合溶媒に溶解した。得られた溶液に
、光重合開始剤（商品名：イルガキュア９０７、チバガイギー社製）７．５ｇおよび光増
感剤（商品名：カヤキュアーＤＥＴＸ、日本化薬（株）製）５．０ｇを４９ｇのメチルエ
チルケトンに溶解した溶液を加えた。この溶液を孔径３μｍのポリプロピレン製フィルタ
ーでろ過した後、塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は１．５３、膜厚は４μｍ
であった。
【００５５】
（防眩性高屈折率層塗布液▲１▼の調製）
ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
トの混合物（商品名：ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）４１６５重量部、酸化ジルコニウム
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分散物含有ハードコート塗布液（商品名：Ｚ－７４０１、ＪＳＲ（株）製）９９４１重量
部、メチルエチルケトン１０２９重量部、シクロヘキサノン３０９９重量部、光重合開始
剤（商品名：イルガキュア９０７、チバガイギー社製）４５２重量部を添加した。
さらに、この溶液に平均粒径２μｍの架橋ポリスチレン粒子分散液（粒子はＳＸ－２００
Ｈ、綜研化学（株）製.　粒子／メチルエチルケトン／シクロヘキサノン＝２０／４０／
４０質量％）を１３１４重量部添加して、エアディスパーにて充分攪拌・混合した後、
孔径３μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過して防眩性高屈折率層の塗布液を調製し
た。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は１．６１であり、膜厚は１
．４μｍであった。
【００５６】
（低屈折率層塗布液Ａの調製）
屈折率１．４３の熱架橋性含フッ素ポリマー（商品名：ＪＮ－７２２８、固形分濃度６質
量％、溶剤はメチルエチルケトン、ＪＳＲ（株）製）２００重量部、シリカゾル（商品名
：ＭＥＫ－ＳＴ、平均粒径１０～２０ｎｍ、固形分濃度３０質量％、溶剤はメチルエチル
ケトン、日産化学製）１７重量部、および、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンを塗
布液溶剤全体のメチルエチルケトンとシクロヘキサノンの重量組成比が９０対１０になる
ように残り１８３重量部を添加、攪拌の後、孔径１μｍのポリプロピレン製フィルターで
ろ過して、低屈折率層用塗布液を調製した。
【００５７】
［比較例１試料］
上記トリアセチルセルロース支持体上に、上記のハードコート層塗布液をバーコーターを
用いて塗布し、１２０℃で乾燥の後、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイ
グラフィックス（株）製）を用いて、照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量３００ｍＪ／ｃｍ2

の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ４μｍのハードコート層を形成した。
その上に、上記防眩性高屈折率層用塗布液▲１▼をバーコーターを用いて塗布し、上記ハ
ードコート層と同条件にて乾燥、紫外線硬化して、厚さ約１．４μｍの防眩性ハードコー
ト層を形成した。
その上に、上記低屈折率層用塗布液Ａをバーコーターを用いて塗布し、８０℃で乾燥の後
、さらに１２０℃で１０分間熱架橋し、厚さ０．０９６μｍの低屈折率層を形成した。
この試料は、前記図２において支持体１と防眩性高屈折率層２との間に、前述ハードコー
ト層塗布液により形成した別のハードコート層５を形成したものに相当する。
【００５８】
（防眩性反射防止膜の評価）
得られたフィルムについて、以下の項目の評価を行った。
【００５９】
（１）へイズ（トータルヘイズｈｔ、表面ヘイズｈｓ、内部へイズｈｉ）
高屈折率層まで塗布したフィルムに対して、ヘイズメーター ＭＯＤＥＬ　１００１ＤＰ
（日本電色工業（株）製）を用いて トータルヘイズｈｔを測定した。更に、高屈折率層
と同じ屈折率となる、高屈折率層塗布液からＡＧ粒子分散液のみを除去した液を 該高屈
折率層塗布済みフィルムの表面凹凸が無くなるまで平滑に覆うようにオーバーコートした
フィルムに対して測定したヘイズ値をｈｉ、ｈｔからｈｉを差し引いたヘイズをｈｓとし
た。
【００６０】
（２）積分反射率
分光光度計Ｖ－５５０（日本分光（株）製）にアダプターＩＬＶ－４７１を装着して、３
８０～７８０ｎｍの波長領域において、出射角－５度に標準白色板を装着した状態で入射
角５°におけるあらゆる出射角での反射率の積分値（積分反射率と称する）を測定し、４
５０～６５０ｎｍの平均の積分反射率を算出した。
【００６１】
（３）点欠陥
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塗布面側を上にして、裏面側から蛍光灯を照射して、透過目視面検にて高屈折層起因のハ
ジキ、ブツ等の点欠陥を評価した。測定面積は１０ｍ2行い、点欠陥数を１０で割って１
ｍ2当たりの点欠陥数を算出した。
０～０．２個未満／ｍ2　　　　 … ◎
０．２以上０．５個未満／ｍ2　 … ○○
０．５以上１個未満／ｍ2 　　　… ○
１個以上３個未満／ｍ2　　　　 … △
３個以上／ｍ2　　　　　　　　 … ×
【００６２】
（４）スチールウール耐性
＃００００のスチールウールにより、加重２００ｇにて１０往復擦り、傷のつき方を以下
の基準で評価した。
傷が全くつかない　　　　　　　　　：◎
傷がわずかにつくが、目立たない　　：○
傷がついて、目立つ　　　　　　　　：△
全幅に傷がつく　　　　　　　　　　：×
【００６３】
（５） 表面エネルギー
低屈折層塗布前の高屈折率層上で、水、ヨウ化メチレンの接触角を測定し、算出した。
【００６４】
（６）表面Ｓｉ量（Ｓｉ/Ｃ）、表面Ｆ量（Ｆ／Ｃ）
低屈折率層塗布前の、高屈折率層塗設時点で、Ｘ線光電子分光測定装置を用いて測定した
。
【００６５】
（防眩性高屈折率層塗布液▲２▼の作成）
前述▲１▼液に対し、信越化学製ＫＦ－９６を 高屈折率層表面の表面エネルギーが結果
として２５ｍＮ／ｍ-1になるように加えた以外は▲１▼と全く同じにして作製、塗膜にし
た。
【００６６】
（防眩性高屈折率層塗布液▲３▼の作成）
前述▲１▼液に対し、大日本インキ社製のメガファックＦ－１７１を高屈折率層表面の表
面エネルギーが結果として２５ｍＮ／ｍ-1になるように加えた以外は▲１▼と全く同じに
して作製、塗膜にした。
【００６７】
（低屈折率層塗布液Ｂ～Ｆの作成）
前述Ａ液に対し、低屈折率層塗布液の溶剤組成比（メチルエチルケトン／シクロヘキサノ
ン比）を 表１のように変える以外は Ａと全く同じにして作製、塗膜にした。
【００６８】
（物理処理）
表１に示すとおり、コロナ、高電圧印加コロナ、グロー放電、ＵＶ、火焔、アルカリ処理
をそれぞれ条件調整しながら、高屈折率層塗設後、低屈折率層塗設前に行った。
尚、比較例試料４、実施例１９、実施例２０、実施例２１、実施例７試料では順に、コロ
ナ処理強度を上げ、表面エネルギー値を上げている。
【００６９】
【表１】
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【００７０】
表１の結果からわかるように、低屈折率層塗設前に予め、高屈折率層に対し本発明による
表面処理を行うことで、そして 所望の表面エネルギー値にすることで、点欠陥と、積分
反射率、スチールウール耐性にすぐれた反射防止フィルムを製造できることがわかる。
表１には記載していないが、表面エネルギー値を７０ｍＮ／ｍ-1を越える範囲まで処理す
ると、フィルムのダメージが大きく、製品としては不適であった。
【００７１】
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実施例試料７に対し、ハードコート層、防眩性高屈折率層に用いているＤＰＨＡをＰＥＴ
Ａ（日本化薬（株）製）に変える以外は、全て同じにした実施例試料２７を作成したが、
膜硬度としては実施例試料７は鉛筆硬度（ＪＩＳ規格。５００ｇ荷重）３Ｈであったのに
対し、実施例試料２７は２Ｈであり、ＤＰＨＡがより強度の高い膜硬度を付与するのに、
寄与していることがわかる。
【００７２】
実施例試料７に対し、高屈折率層の屈折率を１．６１から１．５４に（ＺｒＯ2の含率を
↓）した以外は実施例試料７と全く同じにしたものを実施例試料２８、実施例７試料に対
し、高屈折率層の屈折率を１．６１から１．６８に（ＺｒＯ2の含率を↑）した以外は実
施例試料７と全く同じにしたものを実施例試料２９として作成した。実施例試料７に対し
、高屈折率層に含まれる粒子（ＳＸ－２００Ｈ）と高屈折率層マトリクスの屈折率が異な
るようになるため、内部ヘイズを持つようになった。この時の内部ヘイズ分は実施例試料
７が０％であるのに対し、実施例試料２８、２９は いずれも約２５％であった。（表面
ヘイズは共に約１３％）このようなフィルムでは、高精細モニターでのギラツキが良好に
なり、更にすぐれた反射防止フィルムであった。また内面偏光板として富士写真フイルム
（株）製ＷＶフィルムとを組みあわせた場合、下方向の視野角が広がり、この点でも優れ
た反射防止フィルムであった。検討の結果、反射防止フィルムのトータルとしての性能バ
ランスを考えた場合、本発明の範囲の内部ヘイズ、表面ヘイズを持ち合わせることが良い
ことがわかった。
【００７３】
更に 高屈折率層の屈折率が １．５４、１．６１、１．６８と上がるにつれ、４５０～６
５０ｎｍの平均の積分反射率が低減した。従って、高屈折率層の屈折率アップにより反射
防止性能がより向上した反射防止フィルムを製造、提供できることが検討の結果わかった
。
【００７４】
次に、実施例のフィルムを直接鹸化処理して偏光素子の保護フィルムの片面に用いて、防
眩性反射防止偏光板を作成した。この偏光板を用いて反射防止層を最表層に配置した液晶
表示装置を作成したところ、外光の映り込みがないために優れたコントラストが得られ、
低反射率と防眩性により反射像が目立たず優れた視認性を有し、画像の鮮明性に優れ、面
状も良好であった。点欠陥も少なく、スチールウール耐性に優れたものであった。また、
内面の偏光板として富士写真フィルム（株）製ＷＶフィルムとの組み合わせにより、視野
角の非常に広がった液晶表示装置を提供することができた。実施例のフィルムで高屈折率
層内に高屈折率層の屈折率とは異なる屈折率を有する内部散乱粒子を混合させ、内部へイ
ズを持たせたものは、更に下方向の視野角が改善され、更に優れた液晶表示装置を提供す
ることができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の反射防止フィルムの層構成を示す断面模式図である。
【図２】本発明の反射防止フィルムの層構成を示す断面模式図である。
【符号の説明】
１　トリアセチルセルロースからなる透明基材
２　防眩性高屈折率層
３　低屈折率層
４　ＡＧ粒子
５　ハードコート層
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