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(57)【要約】
【課題】充分な硬度と均一な表面とを有するとともに、低屈折率層の低屈折率が充分に低
い低屈折率層を備え、優れた反射防止性能を有する光学積層体を提供する。
【解決手段】光透過性基材の上に、少なくとも低屈折率層を有する光学積層体であって、
低屈折率層は、中空状シリカ微粒子と、１分子中に反応性官能基を３以上有するフッ素原
子不含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーを含む有機
系バインダーとを含有する低屈折率層用組成物を用いて形成されてなることを特徴とする
光学積層体。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光透過性基材の上に、少なくとも低屈折率層を有する光学積層体であって、
前記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子と、１分子中に反応性官能基を３以上有するフッ
素原子不含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーを含む
有機系バインダーとを含有する低屈折率層用組成物を用いて形成されてなる
ことを特徴とする光学積層体。
【請求項２】
フッ素原子含有モノマーは、フッ素原子不含多官能モノマーとフッ素化合物との誘導体で
ある請求項１記載の光学積層体。
【請求項３】
フッ素原子含有モノマーは、１分子中に反応性官能基を２以上有し、フッ素原子含有ポリ
マーは、１分子中に反応性官能基を１０以上有する請求項１又は２記載の光学積層体。
【請求項４】
フッ素原子不含多官能モノマーは、ペンタエリスリトールトリ（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、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、トリメチロール
プロパントリ（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、及び、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリ（メタ）アクリレートからなる群より選択される
少なくとも１種である請求項１、２又は３記載の光学積層体。
【請求項５】
有機系バインダー中のフッ素原子含有モノマーの含有量（Ｆｍ）とフッ素原子含有ポリマ
ーの含有量（Ｆｐ）とが下記（１）、（２）又は（３）のいずれかを満たし、かつ、Ｆｍ
＋Ｆｐ＜１００質量％である請求項１、２、３又は４記載の光学積層体。
（１）０質量％＜Ｆｍ≦５質量％に対して、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（２）５質量％＜Ｆｍ≦３０質量％に対して、
　　　０質量％＜Ｆｐ≦２０質量％、又は、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（３）３０質量％＜Ｆｍ＜９９質量％に対して、０質量％＜Ｆｐ≦７０質量％
【請求項６】
フッ素原子含有モノマーの重量平均分子量が５００以上、１万未満であり、フッ素原子含
有ポリマーの重量平均分子量が１万以上、２０万以下である請求項１、２、３、４又は５
記載の光学積層体。
【請求項７】
フッ素原子含有ポリマーは、１分子中の一部に、ケイ素原子を含む化合物を有する請求項
１、２、３、４、５又は６記載の光学積層体。
【請求項８】
低屈折率層用組成物は、表面に反応性官能基を有するシリカ微粒子を、有機系バインダー
との合計１００質量％中、４０質量％以下の割合で含有する請求項１、２、３、４、５、
６又は７記載の光学積層体。
【請求項９】
低屈折率層用組成物は、防汚剤を含有し、前記防汚剤は、反応性官能基、フッ素原子及び
ケイ素原子を含有する請求項１、２、３、４、５、６、７又は８記載の光学積層体。
【請求項１０】
低屈折率層の屈折率が１．４５未満である請求項１、２、３、４、５、７、８又は９記載
の光学積層体。
【請求項１１】
光透過性基材と低屈折率層との間に、少なくとも一層のハードコート層、防眩層及び帯電
防止層からなる群より選択される少なくとも一種を有する請求項１、２、３、４、５、６
、７、８、９又は１０記載の光学積層体。
【請求項１２】
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低屈折率層の上に、防汚層及び／若しくは帯電防止層を有する請求項１、２、３、４、５
、６、７、８、９又は１０記載の光学積層体。
【請求項１３】
偏光素子を備えてなる偏光板であって、
前記偏光板は、偏光素子表面に請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１
又は１２記載の光学積層体を備えることを特徴とする偏光板。
【請求項１４】
最表面に請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１若しくは１２記載の光
学積層体、又は、請求項１３記載の偏光板を備えることを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学積層体、偏光板及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（Ｐ
ＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションデ
ィスプレイ（ＦＥＤ）等の画像表示装置における画像表示面は、外部光源から照射された
光線による反射を少なくし、その視認性を高めることが要求される。これに対して、光透
過性基材に、反射防止層を形成した光学積層体を利用するにより、画像表示装置の画像表
示面の反射を低減させ、視認性を向上させることが一般的に行われている。
【０００３】
反射防止層を有する光学積層体としては、従来、光透過性基材よりも屈折率の低い低屈折
率層を最表面に設けた構造が知られている。
このような低屈折率層には、光学積層体の反射防止性能を高めるために低屈折率であるこ
と、最表面に設けられることから傷付き防止等のために高い硬度を有すること、及び、透
明性等の優れた光学特性を有することが求められる。
低屈折率層が最表面に形成された光学積層体としては、例えば、特許文献１に、中空状シ
リカ微粒子とアクリレート等のバインダー樹脂等とを含有する塗工液を用いて、内部に中
空状シリカ微粒子を含有する構造の低屈折率層を有する光学積層体が開示されている。
【０００４】
ところが、近年、画像表示装置に要求される表示品質は非常に高いものとなってきており
、光学積層体による反射防止性能もより高いレベルで要求されるようになってきている。
しかしながら、従来の中空状シリカ微粒子を内包する低屈折率層が設けられた光学積層体
では、反射防止性能が充分とは言えず近年の高い表示品質の要求に充分に応えることがで
きないものであった。
【０００５】
一方、より低屈折率層の屈折率を低減化する方法として、例えば、特許文献２等には、低
屈折率層のバインダーにフッ素原子含有ポリマー又はモノマーを配合する方法が開示され
ている。フッ素原子含有ポリマー又はモノマーは、屈折率の低い材料であるためこれらを
含有する低屈折率層は、従来の中空状シリカ微粒子を内包する低屈折率層よりも屈折率を
低減化することが可能である。
しかしながら、従来のフッ素原子含有ポリマー又はモノマーを含有する低屈折率層は、充
分に屈折率を低減化させる程度にまでこれらの化合物を含有させると、低屈折率層の硬度
が不充分となったり、低屈折率層を形成する際の組成物の塗工時にはじきが生じて均一な
表面の低屈折率層が得られなかったりする問題があった。
そのため、充分な硬度と均一な表面を有するとともに、より屈折率の低い低屈折率層を備
え、高い反射防止性能を有する光学積層体が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２９２８３１号公報
【特許文献２】特開２００１－１００００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑みて、充分な硬度と均一な表面とを有するとともに、低屈折率層
の低屈折率が充分に低い低屈折率層を備え、優れた反射防止性能を有する光学積層体、該
光学積層体を用いてなる自発光型画像表示装置、偏光板及び非自発光型画像表示装置を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、光透過性基材の上に、少なくとも低屈折率層を有する光学積層体であって、上
記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子と、１分子中に反応性官能基を３以上有するフッ素
原子不含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーを含む有
機系バインダーとを含有する低屈折率層用組成物を用いて形成されてなることを特徴とす
る光学積層体。
【０００９】
上記フッ素原子含有モノマーは、フッ素原子不含多官能モノマーとフッ素化合物との誘導
体であることが好ましい。
上記フッ素原子含有モノマーは、１分子中に反応性官能基を２以上有し、フッ素原子含有
ポリマーは、１分子中に反応性官能基を１０以上有することが好ましい。
また、上記フッ素原子不含多官能モノマーは、ペンタエリスリトールトリ（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、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、トリ
メチロールプロパントリ（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、及び、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリ（メタ）アクリレートからなる群より
選択される少なくとも１種であることが好ましい。
また、上記有機系バインダー中のフッ素原子含有モノマーの含有量（Ｆｍ）とフッ素原子
含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）とが下記（１）、（２）又は（３）のいずれかを満たし、
かつ、Ｆｍ＋Ｆｐ＜１００質量％であることが好ましい。
（１）０質量％＜Ｆｍ≦５質量％に対して、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（２）５質量％＜Ｆｍ≦３０質量％に対して、
　　　０質量％＜Ｆｐ≦２０質量％、又は、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（３）３０質量％＜Ｆｍ＜９９質量％に対して、０質量％＜Ｆｐ≦７０質量％
また、上記フッ素原子含有モノマーの重量平均分子量が５００以上、１万未満であり、フ
ッ素原子含有ポリマーの重量平均分子量が１万以上、２０万以下であることが好ましい。
また、上記フッ素原子含有ポリマーは、１分子中の一部に、ケイ素原子を含有することが
好ましい。
また、上記低屈折率層用組成物は、表面に反応性官能基を有するシリカ微粒子を、有機系
バインダーとの合計１００質量％中、４０質量％以下の割合で含有することが好ましい。
また、上記低屈折率層用組成物は、防汚剤を含有し、上記防汚剤は、反応性官能基、フッ
素原子及びケイ素原子を含有することが好ましい。
本発明の光学積層体は、上記低屈折率層の屈折率が１．４５未満であることが好ましい。
本発明の光学積層体は、また、光透過性基材と低屈折率層との間に、少なくとも一層のハ
ードコート層、防眩層及び帯電防止層からなる群より選択される少なくとも一種を有する
ことが好ましい。
本発明の光学積層体は、また、低屈折率層の上に、防汚層及び／又は帯電防止層を有する
ことが好ましい。
【００１０】
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本発明はまた、偏光素子を備えてなる偏光板であって、上記偏光板は、偏光素子表面に上
述の光学積層体を備えることを特徴とする偏光板でもある。
本発明はまた、最表面に上述の光学積層体、又は、上述の偏光板を備えることを特徴とす
る画像表示装置でもある。
以下に、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
本発明は、光透過性基材の上に、少なくとも低屈折率層を有する光学積層体である。
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子と、１分子中に反
応性官能基を３以上有するフッ素原子不含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及び
フッ素原子含有ポリマーを含む有機系バインダーとを含有する低屈折率層用組成物を用い
て形成されたものである。このような組成からなる低屈折率層用組成物を用いて形成され
た低屈折率層は、従来の中空状シリカ微粒子を低屈折率剤として含有する低屈折率層と比
較してより低い屈折率を有するものとなる。そのため、本発明の光学積層体は、極めて優
れた反射防止性能を有するものとなる。
【００１２】
低屈折率層
上記低屈折率層とは、本発明の光学積層体を構成する光透過性基材等低屈折率層以外の構
成物の屈折率よりも低い屈折率であるものをいう。
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、中空状シリカ微粒子と、フッ素原子不
含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーを含む有機系バ
インダーと含有する低屈折率層用組成物を用いて形成されたものである。
【００１３】
上記中空状シリカ微粒子は、低屈折率層の層強度を保持しつつ、その屈折率を下げる役割
を果たすものである。なお、本明細書において、「中空状シリカ微粒子」とは、内部に気
体が充填された構造及び／又は気体を含む多孔質構造体であり、シリカ微粒子本来の屈折
率に比べて気体の占有率に比例して屈折率が低下するシリカ微粒子を意味する。
また、本発明においては、シリカ微粒子の形態、構造、凝集状態、上記低屈折率層用組成
物を用いてなる塗膜の内部での分散状態により、内部及び／又は表面の少なくとも一部に
ナノポーラス構造の形成が可能なシリカ微粒子も含まれる。
【００１４】
上記中空状シリカ微粒子の具体例としては特に限定されず、例えば、特開２００１－２３
３６１１号公報で開示されている技術を用いて調製したシリカ微粒子が好ましく挙げられ
る。中空状シリカ微粒子は、製造が容易でそれ自身の硬度が高いため、有機系バインダー
と混合して低屈折率層を形成した際、その層強度が向上され、かつ、屈折率が低くなるよ
う調整することが可能となる。
【００１５】
上記塗膜の内部及び／又は表面の少なくとも一部にナノポーラス構造の形成が可能なシリ
カ微粒子としては上述のシリカ微粒子に加え、比表面積を大きくすることを目的として製
造され使用される、充填用のカラム、表面の多孔質部に各種化学物質を吸着させる吸着剤
、触媒固定用に使用される多孔質微粒子、又は、断熱材若しくは低誘電材に組み込むこと
を目的とする中空微粒子の分散体若しくは凝集体が挙げられる。そのような具体例として
は、市販品として日本シリカ工業株式会社製の商品名ＮｉｐｓｉｌやＮｉｐｇｅｌの中か
ら多孔質シリカ微粒子の集合体、日産化学工業（株）製のシリカ微粒子が鎖状に繋がった
構造を有するコロイダルシリカＵＰシリーズ（商品名）が挙げられる。これらの中から、
本発明の好ましい粒子径の範囲内のものを利用することが可能である。
【００１６】
上記中空状シリカ微粒子の平均粒子径としては、５～３００ｎｍであることが好ましい。
中空状シリカ微粒子の平均粒子径がこの範囲内にあることにより、低屈折率層に優れた透
明性を付与することができる。より好ましい下限は８ｎｍ、より好ましい上限は１００ｎ
ｍ、更に好ましい下限は１０ｎｍ、更に好ましい上限は８０ｎｍである。
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【００１７】
上記低屈折率層用組成物において、上記中空状シリカ微粒子の含有量としては特に限定さ
れないが、後述する有機系バインダー成分（固形分）１００質量部に対して、２００質量
部以下であることが好ましい。２００質量部を超えると、形成する低屈折率層の強度が不
充分となることがある。より好ましい下限は１０質量部、より好ましい上限は１６５質量
部である。
【００１８】
上記低屈折率層用組成物は、１分子中に反応性官能基を３以上有するフッ素原子不含多官
能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーを含む有機系バインダ
ーを含有する。
上記低屈折率層用組成物が上記組成の有機系バインダーを含有することで、従来の低屈折
率層と比較してより低い屈性率を有する低屈折率層を得ることができる。これは、形成す
る低屈折率層が、中空状シリカ微粒子を含有することで低屈折率化されることに加えて、
有機系バインダーが、フッ素原子含有モノマーとフッ素原子含有ポリマーとを含むからで
ある。
ここで、通常、フッ素原子含有ポリマーとフッ素原子不含多官能モノマーとは相溶性が非
常に悪く、これらを含有する組成物には容易に相分離が生じ、該組成物を用いて成膜する
と得られる膜に白化が生じるという問題があった。しかしながら、本発明では、上記有機
系バインダーとして、フッ素原子含有モノマーを含有させることで該フッ素原子含有モノ
マーを介してフッ素原子含有ポリマーとフッ素原子不含多官能モノマーとの相溶性を向上
させることができ、形成する低屈折率層に白化が生じることを防止することが可能となる
。すなわち、本発明の光学積層体では、低屈折率層用組成物中に有機系バインダーとして
、相溶性が悪いフッ素原子不含多官能モノマーとフッ素原子含有ポリマーとを含有するに
もかかわらず、これらの物質の相分離を効果的に抑制することが可能となる。
【００１９】
上記有機系バインダーにおいて、上記フッ素原子不含多官能モノマーとしては、１分子中
にフッ素原子を含有せず、かつ、１分子中に反応性官能基を３以上有するものであれば特
に限定されず、例えば、１分子中に、電離放射線により硬化する官能基（以下、電離放射
線硬化性基ともいう）や、熱により硬化する官能基（以下、熱硬化性基ともいう）を有す
るモノマーが挙げられる。
【００２０】
上記フッ素原子不含多官能モノマーが上記電離放射線硬化性基を有する場合、低屈折率層
用組成物を用いてなる塗膜に電離放射線を照射することにより、上記フッ素原子不含多官
能モノマー同士及び／又は他の成分との間で重合又は架橋等の大分子量化反応を進行させ
、上記塗膜を硬化させることができる。
上記電離放射線硬化性基としては、例えば、光ラジカル重合、光カチオン重合、光アニオ
ン重合等の重合反応、又は、光二量化を経て進行する付加重合又は縮重合等の反応形式に
より反応が進行するもの等が挙げられる。なかでも、アクリル基、ビニル基、アリル基等
のエチレン性不飽和結合基は、紫外線、電子線等の電離放射線の照射により直接的に又は
開始剤の作用を受けて間接的に光ラジカル重合反応を生じるものであり、光硬化の工程を
含む取り扱いが比較的容易なものとして好ましい。
【００２１】
上記フッ素原子不含多官能モノマーが上記熱硬化性基を有する場合、上記低屈折率層用組
成物を用いてなる塗膜を加熱することにより、上記フッ素原子不含多官能モノマー同士及
び／又は他の成分との間で重合又は架橋等の大分子量化反応を進行させ、上記塗膜を硬化
させることができる。
【００２２】
上記熱硬化性基としては、例えば、アルコキシ基、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、
エポキシ基等が挙げられる。なかでも、水素結合形成することができる官能基（水素結合
性基）が好ましい。水素結合性基は、上記中空状シリカ微粒子表面の水酸基との親和性に
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優れており、該中空状シリカ微粒子及びその集合体の低屈折率層用組成物中での分散性を
向上させるので好ましい。
上記水素結合性基としては、特に水酸基であることが好ましい。低屈折率層用組成物の保
存安定性に優れ、塗膜の熱硬化により中空状シリカ微粒子表面に存在する水酸基との共有
結合を形成し、該中空状シリカ微粒子が架橋剤として作用し、塗膜強度の更なる向上を図
ることができる。
【００２３】
上記フッ素原子不含多官能モノマーとしては、１分子中に反応性官能基を３以上有するも
のである。上記フッ素原子不含多官能モノマーが１分子中に反応性官能基を３以上有する
ことで、電離放射線の照射や加熱等の外部刺激により、上記低屈折率層用組成物の塗膜内
で容易に架橋結合を形成し、該塗膜を効率よく硬化させることが可能となり、得られる低
屈折率層の硬度が極めて優れたものとなる。なかでも、１分子中に３以上の（メタ）アク
リル基を有するフッ素原子不含多官能モノマーが好適に用いられる。なお、本明細書にお
いて、（メタ）アクリル基とは、アクリル基又はメタクリル基を意味する。
【００２４】
上記１分子中に３以上の（メタ）アクリル基を有するフッ素原子不含多官能モノマーとし
ては、例えば、ペンタエリスリトールトリ（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、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、トリメチロールプロパントリ（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、イソシアヌル酸
ＥＯ変性トリ（メタ）アクリレート等が挙げられる。また、これら（メタ）アクリレート
は、分子骨格の一部を変性しているものでもよく、エチレンオキサイド、プロピレンオキ
サイド、カプロラクトン、イソシアヌル酸、アルキル、環状アルキル、芳香族、ビスフェ
ノール等による変性がなされたものも使用することができる。これらのフッ素原子不含多
官能モノマーは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。これらのフッ
素原子不含多官能モノマーは、後述するような屈折率の範囲を満たすとともに硬化反応性
に優れ、得られる低屈折率層の硬度を向上させることができる。
【００２５】
上記フッ素原子不含多官能モノマーは、屈折率が１．４７～１．５３であることが好まし
い。屈折率を１．４７未満とすることは事実上不可能であり、１．５３を超えると、充分
に低い屈折率の低屈折率層を得ることができないことがある。
なお、上記「屈折率」とは、硬化物の屈折率を意味し、以下の説明における「屈折率」も
同様である。
【００２６】
また、上記フッ素原子不含多官能モノマーは、重量平均分子量が２５０～１０００である
ことが好ましい。２５０未満であると、官能基数が少なくなるため、得られる低屈折率層
の硬度が低下する恐れがある。１０００を超えると、一般的には、官能基当量（官能基数
／分子量）が小さくなるため、架橋密度が低くなり充分な硬度の低屈折率層が得られなく
なることがある。
なお、上記フッ素原子不含多官能モノマーの重量平均分子量は、ゲルパーミエーションク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換算により求めることができる。ＧＰＣ
移動相の溶剤には、テトラヒドロフランやクロロホルムを使用することができる。測定用
カラムは、テトラヒドロフラン用又はクロロホルム用のカラムの市販品カラムを組み合わ
せて使用するとよい。上記市販品カラムとしては、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ
－８０１、ＧＰＣ－ＫＦ８００Ｄ（いずれも、商品名、昭和電工社製）等を挙げることが
できる。検出器には、ＲＩ（示差屈折率）検出器及びＵＶ検出器を使用するとよい。この
ような溶剤、カラム、検出器を使用して、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ－１０１（昭和
電工社製）等のＧＰＣシステムにより、上記重量平均分子量を適宜測定することができる
。
【００２７】
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有機系バインダー１００質量％中に含まれるフッ素原子不含多官能モノマーの含有量は、
５～５０質量％であることが好ましい。５質量％未満であると、形成する低屈折率層の硬
度が不充分となることがあり、更には上記低屈折率層用組成物の塗布面の状態が悪化し、
はじきの原因となることがある。５０質量％を超えると、形成する低屈折率層の屈折率が
下がらず、目的とする低反射の光学積層体が得られないことがある。より好ましい下限は
１０質量％、より好ましい上限は３０質量％である。
【００２８】
上記フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含有ポリマーは、該低屈折率層用組成物にお
ける有機系バインダーであるとともに、形成する低屈折率層の屈折率を低下させる役割を
果たす物質である。
【００２９】
また、上記フッ素原子含有モノマーは、１分子中に反応性官能基を２以上有することが好
ましい。１分子中に反応性官能基を２以上有するフッ素原子含有モノマーは、電離放射線
の照射や加熱等の外部刺激により、上記低屈折率層用組成物の塗膜内で容易に架橋結合を
形成し、該塗膜を効率よく硬化させることが可能となり、優れた硬度の低屈折率層を得る
ことができる。
【００３０】
このようなフッ素原子含有モノマーとしては、フッ素原子不含多官能モノマーとフッ素化
合物との誘導体が好適に用いられる。このようなフッ素原子含有モノマーは、フッ素原子
不含多官能モノマーに対する相溶性が極めて優れたものとなる。そのため、上述したよう
な有機系バインダーにおける相分離の発生を極めて効果的に抑制でき、形成する低屈折率
層に白化が生じることを好適に防止できる。
【００３１】
上記フッ素原子含有モノマーとしては具体的には、例えば、ペンタエリスリトール骨格を
有するフッ素原子含有モノマー、ジペンタエリスリトール骨格を有するフッ素原子含有モ
ノマー、トリメチロールプロパン骨格を有するフッ素原子含有モノマー、シクロヘキシル
骨格を有するフッ素原子含有モノマー、直鎖状骨格を有するフッ素原子含有モノマー等が
好適に用いられる。
【００３２】
上記ペンタエリスリトール骨格を有するフッ素原子含有モノマーとしては、例えば、下記
化学式（１）、（２）、（３）及び（４）からなる群より選択される少なくとも１種の化
合物が挙げられる。
【００３３】
【化１】

【００３４】
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【化２】

【００３５】

【化３】

【００３６】
【化４】

【００３７】
上記ジペンタエリスリトール骨格を有するフッ素原子含有モノマーとてしは、例えば、下
記化学式（５）、（６）、（７）及び（８）からなる群より選択される少なくとも１種の
化合物が挙げられる。
【００３８】



(10) JP 2010-85983 A 2010.4.15

10

20

30

40

【化５】

【００３９】
【化６】

【００４０】
【化７】

【００４１】
【化８】

【００４２】
上記トリメチロールプロパン骨格を有するフッ素原子含有モノマーとしては、例えば、下
記化学式（９）又は（１０）で表される化合物が挙げられる。
【００４３】
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【化９】

【００４４】
【化１０】

【００４５】
上記シクロヘキシル骨格を有するフッ素原子含有モノマーとしては、例えば、下記化学式
（１１）、（１２）、（１３）、（１４）、（１５）、（１６）、（１７）及び（１８）
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物が挙げられる。
【００４６】

【化１１】

【００４７】



(12) JP 2010-85983 A 2010.4.15

10

20

30

40

【化１２】

【００４８】
【化１３】

【００４９】
【化１４】

【００５０】

【化１５】

【００５１】
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【化１６】

【００５２】
【化１７】

【００５３】
【化１８】

【００５４】
また、上記直鎖状骨格を有するフッ素原子含有モノマーとしては、例えば、下記一般式（
１９）で表される群より選択される少なくとも１種のセグメントを有する化合物が挙げら
れる。
【００５５】

【化１９】

一般式（１９）中、ｘ、ｙは、Ｆ、（ＣＦ２）０～１０ＣＦ３を表す。
【００５６】
更に、上記直鎖状骨格を有するフッ素原子含有モノマーとしては、例えば、ソルベイ社製
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のＦｌｕｏｒｏｌｉｎｋ　ＭＤ　７００、５１０５Ｘ、５１１０Ｘ、５１０１Ｘ、５１１
３Ｘ等も用いることができる。
【００５７】
本発明の光学積層体において、上記フッ素原子含有モノマーとしては、なかでも、ペンタ
エリスリトール骨格を有する化合物であることが好ましく、特に、形成する低屈折率層の
耐擦傷性、屈折率及びヘイズに優れること、並びに、上記低屈折率層用組成物の塗工性に
優れる等の点から、上記化学式（１）で表される構造の化合物が好適に用いられる。
【００５８】
上記フッ素原子含有モノマーは、屈折率が１．３５～１．４３であることが好ましい。１
．３５未満であると、特殊な溶剤にしか溶解しなくなる恐れがあり、１．４３を超えると
、形成する低屈折率層の屈折率を所望の範囲にまで低減化できないことがある。
【００５９】
上記フッ素原子含有モノマーの重量平均分子量としては、５００以上、１万未満であるこ
とが好ましい。５００未満であると、官能基数が少なくなるため、好ましくない。１万以
上であると、上記フッ素原子不含多官能モノマーとの相溶性が低下し、低屈折率層用組成
物において相分離が生じて形成する低屈折率層に白化が発生することがある。より好まし
い下限は７００、より好ましい上限は５０００である。
なお、上記フッ素原子含有モノマーの重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマト
グラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換算により求めることができる。ＧＰＣ移動相
の溶剤には、テトラヒドロフランやクロロホルムを使用することができる。測定用カラム
は、テトラヒドロフラン用又はクロロホルム用のカラムの市販品カラムを組み合わせて使
用するとよい。上記市販品カラムとしては、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ－８０
１、ＧＰＣ　ＫＦ－８０２、ＧＰＣ　ＫＦ－８０３、ＧＰＣ　ＫＦ－８０４、ＧＰＣ　Ｋ
Ｆ－８０５　ＧＰＣ－ＫＦ８００Ｄ（いずれも、商品名、昭和電工社製）等を挙げること
ができる。検出器には、ＲＩ（示差屈折率）検出器及びＵＶ検出器を使用するとよい。こ
のような溶剤、カラム、検出器を使用して、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ－１０１（昭
和電工社製）等のＧＰＣシステムにより、上記重量平均分子量を適宜測定することができ
る。
【００６０】
上記フッ素原子含有ポリマーとしては特に限定されず、例えば、アクリル又はメタクリル
酸の部分及び完全フッ素化アルキル、アルケニル、アリールエステル類、完全又は部分フ
ッ素化ビニルエーテル類、完全又は部分フッ素化ビニルエステル類、完全又は部分フッ素
化ビニルケトン類等が挙げられる。
【００６１】
また、上記フッ素原子含有ポリマーとしては、例えば、上述の電離放射線硬化性基を有す
る重合性化合物の含フッ素（メタ）アクリレート化合物を少なくとも１種類含むモノマー
又はモノマー混合物の重合体；含フッ素（メタ）アクリレート化合物の少なくとも１種類
と、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アク
リレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート等の
分子中にフッ素原子を含まない（メタ）アクリレート化合物との共重合体；フルオロエチ
レン、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン、３，３
，３－トリフルオロプロピレン、１，１，２－トリクロロ－３，３，３－トリフルオロプ
ロピレン、ヘキサフルオロプロピレンのような含フッ素モノマーの単独重合体又は共重合
体等が挙げられる。
【００６２】
また、上記フッ素原子含有ポリマーとしては、１分子中の一部に、ケイ素原子を含む化合
物を有するものであることが好ましい。上記フッ素原子含有ポリマーが上記ケイ素原子を
含む化合物を有することで、形成する低屈折率層の滑り性が向上するため、耐擦傷性が向
上し、また、指紋、油、ほこり等の汚染物質が付着した場合でも、容易にふき取ることが
可能となる。また、上記ケイ素原子は、上記フッ素原子含有ポリマーの分子内にあるため
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、脱落することがなく、上記の各性能を持続させることができる。
なお、１分子中にフッ素原子を含有するフッ素原子含有ポリマー（ケイ素原子を有さない
ポリマー化合物）と、１分子中にケイ素を有するケイ素原子含有ポリマー（フッ素原子を
有さないポリマー化合物）とを混合させると、混ざりが悪く、分離してしまい（特に乾燥
過程で分離したりはじいたりする）塗工膜がきたなくなる。すなわち、分離したり、海島
構造とったり、はじいたりするので、光学積層体としては白く見えたり（ヘイズ悪化）、
耐擦傷性が悪化したりするので、上述のように１分子中の一部に、ケイ素原子を含むフッ
素原子含有ポリマーであることが好ましい。
更に、上記フッ素原子含有ポリマーは、１分子中の一部に、ケイ素原子を含む化合物を有
するものであるため、本発明の光学積層体をロール状に巻き取ったとき、上記ケイ素原子
を含む化合物の裏面への転移がおこらないという効果もある。
【００６３】
このような１分子中の一部に、ケイ素原子を含む化合物を有するフッ素原子含有ポリマー
としては、例えば、共重合体にシリコーン成分を含有させたシリコーン含有フッ化ビニリ
デン共重合体が挙げられる。
この場合のシリコーン成分としては、（ポリ）ジメチルシロキサン、（ポリ）ジエチルシ
ロキサン、（ポリ）ジフェニルシロキサン、（ポリ）メチルフェニルシロキサン、アルキ
ル変性（ポリ）ジメチルシロキサン、アゾ基含有（ポリ）ジメチルシロキサンや、ジメチ
ルシリコーン、フェニルメチルシリコーン、アルキル・アラルキル変性シリコーン、フル
オロシリコーン、ポリエーテル変性シリコーン、脂肪酸エステル変性シリコーン、メチル
水素シリコーン、シラノール基含有シリコーン、アルコキシ基含有シリコーン、フェノー
ル基含有シリコーン、メタクリル変性シリコーン、アクリル変性シリコーン、アミノ変性
シリコーン、カルボン酸変性シリコーン、カルビノール変性シリコーン、エポキシ変性シ
リコーン、メルカプト変性シリコーン、フッ素変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコ
ーン等が挙げられる。なかでも、ジメチルシロキサン構造を有するものが好ましい。
【００６４】
上記したほか、更には、分子中に少なくとも１個のイソシアナト基を有する含フッ素化合
物と、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基等のイソシアナト基と反応する官能基
を分子中に少なくとも１個有する化合物とを反応させて得られる化合物；フッ素含有ポリ
エーテルポリオール、フッ素含有アルキルポリオール、フッ素含有ポリエステルポリオー
ル、フッ素含有ε－カプロラクトン変性ポリオール等のフッ素含有ポリオールと、イソシ
アナト基を有する化合物とを反応させて得られる化合物等も、フッ素原子含有ポリマーと
して用いることができる。
【００６５】
また、上記フッ素原子含有ポリマーとしては、市販品を用いることもできる。本発明の光
学積層体において使用できるフッ素原子含有ポリマーの市販品としては、例えば、ＪＳＲ
社製のオプスターＴＵ２１８１－６、オプスターＴＵ２１８１－７、オプスターＴＵ２２
０２、オプスターＪＮ３５、オプスターＴＵ２２２４、ダイキン工業社製のオプツールＡ
Ｒ１１０、オプツールＡＲ１００、オプツールＤＡＣ等が挙げられる。
【００６６】
上記フッ素原子含有ポリマーは、屈折率が１．３７～１．４３であることが好ましい。１
．３７未満であると、溶解度が低下し、溶剤へ解けにくくなり、取り扱いが困難となって
しまうことがある。１．４３を超えると、形成する低屈折率層の屈折率を所望の範囲にま
で低減化できないことがある。
【００６７】
上記フッ素原子含有ポリマーの重量平均分子量としては、１万以上、２０万以下であるこ
とが好ましい。１万未満であると、上記低屈折率層用組成物の成膜性が低下することがあ
り、２０万を超えると、上記有機系バインダーに相分離が生じやすくなり、形成する低屈
折率層に白化が発生することがある。より好ましい下限は１５０００であり、より好まし
い上限は５万である。



(16) JP 2010-85983 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

なお、上記フッ素原子含有ポリマーの重量平均分子量は、上述したフッ素原子含有モノマ
ーと同様に、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換
算により求めることができる。測定用カラムとしては、テトラヒドロフラン用であれば、
例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ－８０２、ＧＰＣ　ＫＦ－８０３、ＧＰＣ　ＫＦ－
８０４、ＧＰＣ　ＫＦ－８０５、ＧＰＣ　ＫＦ－８０６、ＧＰＣ－ＫＦ８００Ｄ（いずれ
も、商品名、昭和電工社製）等を挙げることができる。
【００６８】
本発明の光学積層体では、上記有機系バインダー中のフッ素原子含有モノマーの含有量（
Ｆｍ）とフッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）とが下記式（１）、（２）又は（３）
のいずれかを満たし、かつ、Ｆｍ＋Ｆｐ＜１００質量％であることが好ましい。
（１）０質量％＜Ｆｍ≦５質量％に対して、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（２）５質量％＜Ｆｍ≦３０質量％に対して、
　　　０質量％＜Ｆｐ≦２０質量％、又は、４０質量％＜Ｆｐ＜９９質量％
（３）３０質量％＜Ｆｍ＜９９質量％に対して、０質量％＜Ｆｐ≦７０質量％
【００６９】
上記有機系バインダーにおけるフッ素原子含有モノマーの含有量（Ｆｍ）とフッ素原子含
有ポリマーの含有量（Ｆｐ）とが上記（１）～（３）のいずれかを満たすことで、得られ
る低屈折率層は、低屈折率、高硬度及び表面均一性に優れるとともに、有機系バインダー
に相分離の発生を防止でき白化の発生を防止できる。その結果、本発明の光学積層体は、
優れた耐擦傷性及び反射防止性能を有するとともに、透明性等の光学特性にも優れたもの
となる。
【００７０】
上記（１）において、フッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）が４０質量％以下である
と、上記有機系バインダーに相分離が生じ、得られる低屈折率層が白化してしまい、特に
フッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）が２０質量％以下であると、得られる低屈折率
層の屈折率が充分に低くできなくなる。また、フッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）
が９９質量％以上であると、得られる低屈折率層の硬度が不充分となる。
【００７１】
上記（２）において、フッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）が、２０質量％＜Ｆｐ≦
４０質量％であると、上記有機系バインダーに相分離が生じ、得られる低屈折率層が白化
してしまう。また、フッ素原子含有ポリマーの含有量（Ｆｐ）が９９質量％以上であると
、得られる低屈折率層の硬度が不充分となる。
【００７２】
上記（３）において、フッ素原子含有モノマーの含有量（Ｆｍ）が９９質量％以上である
と、低屈折率層用組成物の被塗布対象物に対する濡れ性が低下してしまい、塗工面が不均
一となる。
【００７３】
本発明の光学積層体は、上記低屈折率層用組成物中に上記組成の有機系バインダーを含有
するため、得られる低屈折率層は、硬度及び表面均一性に優れるとともに、充分に低い屈
折率を有するものとなる。
本発明の光学積層体における、特に好ましい有機系バインダーの組成の組み合わせとして
は、例えば、以下に挙げる組み合わせ等が挙げられる。
（ａ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ（上記化学式（１）で表される構造の化
合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製、オプスターＪＮ３５を含有する組み合
わせ；
（ｂ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ（上記化学式（１）で表される構造の化
合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ダイキン工業社製、オプツールＡＲ１１０を含有す
る組み合わせ；
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（ｃ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ１０２Ａ（上記化学式（１１）で表される構
造の化合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ダイキン工業社製、オプツールＡＲ１１０を
含有する組み合わせ；
（ｄ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ（上記化学式（１）で表される構造の化
合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製のフッ素樹脂（オプスターＪＮ３５改良
品、屈折率１．４２、重量平均分子量１５０００）を含有する組み合わせ。
（ｅ）フッ素原子不含多官能モノマー：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、フ
ッ素原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ（上記化学式（１）で表される構造
の化合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製、オプスターＪＮ３５を含有する組
み合わせ；
（ｆ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ（上記化学式（１）で表される構造の化
合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製、オプスターＴＵ２２２４を含有する組
み合わせ；
（ｇ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：新中村化学製；ＮＫエステルＤＡＦ３ＥＯ（上記化学式（１９）で表
される構造の化合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製、オプスターＴＵ２２２
４を含有する組み合わせ；
（ｈ）フッ素原子不含多官能モノマー：ペンタエリスリトールトリアクリレート、フッ素
原子含有モノマー：共栄社化学製；ＬＩＮＣ１０２Ａ（上記化学式（１１）で表される構
造の化合物）及びフッ素原子含有ポリマー：ＪＳＲ社製、オプスターＪＮ３５を含有する
組み合わせ。
なかでも、特に好ましいのは、上記低屈折率層用組成物の塗工面、形成する低屈折率層の
耐擦傷性、低屈折率等の面より、上記（ａ）、（ｄ）、（ｆ）である。
【００７４】
上記有機系バインダーが上記の組成であることで、優れた硬度と表面均一性とを有すると
ともに、充分に低い屈折率を有する低屈折率層を得ることができ、本発明の光学積層体は
、耐擦傷性及び反射防止性能に極めて優れたものとなって、近年の画像表示装置に要求さ
れる高い表示品質に充分に応えることができるものとなる。
更に、上記有機系バインダーにおけるフッ素原子含有モノマーとフッ素原子含有ポリマー
の含有量を上述の（１）～（３）のいずれかを満たすように調整することで、低屈折率層
に白化が生じることを好適に防止でき、本発明の光学積層体は、優れた反射防止性能に加
えて、透明性等の優れた光学特性を兼ね備えたものとなる。
【００７５】
上記低屈折率層用組成物は、更に溶剤を含有していてもよい。
上記溶剤としては特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イ
ソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｓ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ベンジルアルコー
ル、ＰＧＭＥ等のアルコール；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
、シクロヘキサノン、ヘプタノン、ジイソブチルケトン、ジエチルケトン等のケトン；酢
酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロ
ピル、蟻酸ブチル、ＰＧＭＥＡ等のエステル；ヘキサン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化
水素；メチレンクロライド、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素；ベンゼ
ン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア
ミド、ｎ－メチルピロリドン等のアミド；ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロ
フラン等のエーテル；１－メトキシ－２－プロパノール等のエーテルアルコール等が挙げ
られる。なかでも、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコ
ール（ＩＰＡ）、ｎ－ブタノール、ｓ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ＰＧＭＥ、ＰＧＭ
ＥＡが好ましい。
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【００７６】
また、上記低屈折率層用組成物は、表面に反応性官能基を有するシリカ微粒子（以下、反
応性シリカ微粒子ともいう）を含有することが好ましい。上記反応性シリカ微粒子を含有
することで、形成する低屈折率層の硬度を向上させることができる。
上記反応性官能基とは、上述した有機系バインダーと反応可能な官能基を意味し、このよ
うな反応性官能基を表面に有することで、上記反応性シリカ微粒子は、形成した低屈折率
層を擦ったりした場合であっても脱落することがない。
【００７７】
上記反応性シリカ微粒子としては、具体的には、例えば、日産化学工業（株）製のＭＩＢ
Ｋ－ＳＤ（１次平均粒径１２ｎｍ）、ＭＩＢＫ－ＳＤＭＳ（１次平均粒径２０ｎｍ）、Ｍ
ＩＢＫ－ＳＤＵＰ（１次平均粒径９－１５ｎｍ、鎖状）、日揮触媒化成（株）製のＥＬＣ
ＯＭ　ＤＰ１１１６ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１１２９ＳＩＶ
（１次平均粒径７ｎｍ）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０６１ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ）、
ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０５０ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ、フッ素コート）、ＥＬＣＯＭ
　ＤＰ１０３７ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０２６ＳＩＶ（１
次平均粒径１２ｎｍ、アルミナコート）、荒川化学工業（株）製のビームセットＬＢ１（
１次平均粒径２０ｎｍ）、ビームセット９０４（１次平均粒径２０ｎｍ）、ビームセット
９０７（１次平均粒径２０ｎｍ）、等が挙げられる。なかでも、日産化学工業（株）製の
ＭＩＢＫ－ＳＤ（１次平均粒径１２ｎｍ）、日揮触媒化成（株）製のＥＬＣＯＭ　ＤＰ１
１２９ＳＩＶ（１次平均粒径７ｎｍ）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０５０ＳＩＶ（１次平均粒径
１２ｎｍ、フッ素コート）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０２６ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ、
アルミナコート）、ＥＬＣＯＭ　ＤＰ１１１６ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ）が好適に
用いられる。
【００７８】
上記反応性シリカ微粒子は、最表面の一部がフッ素原子を含む有機化合物で被覆されてい
ることが好ましい。上記最表面の一部がフッ素原子を含む有機化合物で被覆されていると
、形成する低屈折率層の屈折率が低下するだけでなく、防汚性の良化も起こすことができ
る。
上記フッ素原子含有する化合物としては、例えば、フッ素原子を含有するシランカップリ
ング剤、上述したフッ素原子含有モノマー等が挙げられる。
また、上述した反応性シリカ微粒子を、フッ素原子含有するシランカップリング剤と反応
させることで作製することができる。
また、上記フッ素原子を含む有機化合物で最表面の一部が被覆された反応性シリカ微粒子
としては、具体的には、例えば、上記日揮触媒化成（株）製のＥＬＣＯＭ　ＤＰ１０５０
ＳＩＶ（１次平均粒径１２ｎｍ、フッ素コート）等が挙げられる。上記フッ素原子を含む
有機化合物で最表面の一部が被覆された反応性シリカ微粒子は、フッ素原子含有モノマー
とフッ素原子含有ポリマーとの分散性が良好なため、凝集が抑えられるので好ましい。
【００７９】
上記反応性シリカ微粒子は、平均粒径が１～２０ｎｍであることが好ましい。１ｎｍ未満
であると、上記反応性シリカ微粒子の凝集が起こり易くなり、低屈折率層用組成物自体の
安定性に懸念がある。また塗工膜自体が外観不良となり、形成する低屈折率層のヘイズの
上昇等が起こったり、特に凝集体の部分でのひっかかりが起こるために耐擦傷性が悪化し
たりすることがある。
また、上記反応性シリカ微粒子は、低屈折率層中で上述した中空状シリカ微粒子の粒子間
の隙間を埋めることで上述した効果を奏する役割を果たしている。このため、上記反応性
シリカ微粒子の平均粒径が２０ｎｍを超えると、上記中空状シリカ微粒子の粒子間を埋め
ることができなくなり、また、形成する低屈折率層の表面が凸凹になって、耐擦傷性が悪
化することがある。上記平均粒径のより好ましい下限は６ｎｍ、より好ましい上限は１３
ｎｍである。
なお、上記中空状シリカ微粒子の割合を下げることで粒子間の隙間が増えるため、上記反
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応性シリカ微粒子の平均粒径が２０ｎｍを超える場合であっても、上記粒子間の隙間を埋
めることは可能となる。しかしながら、中空状シリカ微粒子の方が同じシリカ微粒子であ
っても上記反応性シリカ微粒子よりも屈折率が低いので、中空状シリカ微粒子の割合を下
げると、低反射の光学積層体とすることができなくなる。
このような反応性シリカ微粒子は、中空状又は多孔質状であることが好ましい。上記低屈
折率層用組成物が中空状又は多孔質状の反応性シリカ微粒子を含有することで、形成する
低屈折率層の硬度の更なる向上や、屈折率の低減化をより好適に図ることが可能となる。
【００８０】
また、上記反応性シリカ微粒子は、上述した有機系バインダーとの合計１００質量％中、
４０質量％以下の割合で含有することが好ましい。４０質量％を超えると、形成する低屈
折率層の屈折率を充分に低減化できないことがある。より好ましい上限は３０質量％であ
る。
【００８１】
また、上記低屈折率層用組成物は、防汚剤を含有することが好ましい。
上記低屈折率層用組成物が防汚剤を含有することで、形成する低屈折率層に防汚性能を付
与することができる。
上記防汚剤としては、反応性官能基、フッ素原子及びケイ素原子を含有するものであるこ
とが好ましい。このような防汚剤を含有することで、形成する低屈折率層の防汚性能をよ
り向上させることができる。
上記反応性官能基、フッ素原子及びケイ素原子を含有する防汚剤は、ケイ素原子を有する
ため、形成する低屈折率層の滑り性が向上し、耐擦傷性が向上する。また、指紋、油、ほ
こり等の汚染物質が付着した場合でも、容易にふき取ることが可能となるため好ましい。
また、上記反応性官能基を有することで、形成した低屈折率層から脱落したりもしないた
め、上記の性能（耐擦傷性や汚れの拭きとり性）が持続できる。更に、本発明の光学積層
体をロール状に巻き取ったとき、上記防汚剤の裏面への転移がおこらず、低屈折率層の表
面に保護フィルムを貼った場合であっても、上記防汚剤の保護フィルムへの転移が起こら
ない。
また、上記フッ素原子を有することで、形成した低屈折率層は、指紋、油が付着しにくく
なり、指紋等が付着した場合でも、容易にふき取ることが可能となる。
【００８２】
上記防汚剤の含有量としては、全固形分（中空状シリカ微粒子＋有機バインダー＋反応性
シリカ微粒子）に対し、質量比で好ましくは１～１０％、より好ましくは、２～８％であ
る。１％未満であると、本発明の光学積層体の防汚性能が不充分となることがあり、１０
％を超えて含有させても本発明の光学積層体の防汚性能の更なる向上を図ることができず
、反射率の悪化、低屈折率層用組成物の塗工面の悪化を招くおそれがある。更に、低屈折
率層用組成物中の泡が増えることが多く、塗工面悪化と得られる低屈折率層の品質悪化（
泡欠点増加）の原因となることがある。
【００８３】
また、上記低屈折率層用組成物は、必要に応じて、その他の成分を含んでいてもよい。
上記その他の成分としては、例えば、光重合開始剤、レベリング剤、架橋剤、硬化剤、重
合促進剤、粘度調整剤、防眩剤、帯電防止剤、上述した以外の樹脂等が挙げられる。
【００８４】
光重合開始剤としては、上記低屈折率層用組成物がラジカル重合性不飽和基を有する樹脂
系を含有する場合、例えば、アセトフェノン類（例えば、商品名イルガキュア１８４（チ
バスペシャルティーケミカルズ社製）として市販されている１－ヒドロキシ－シクロヘキ
シル－フェニル－ケトン）、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベンゾ
インメチルエーテル等が挙げられ、これらは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用
されてもよい。
また、上記低屈折率層用組成物がカチオン重合性官能基を有する樹脂系を含有する場合、
上記光重合開始剤としては、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳
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香族ヨードニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル等が挙げられ、
これらは、単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。具体的には、チバス
ペシャリティーケミカルズ社製のイルガキュア１８４、イルガキュア９０７、イルガキュ
ア３６９、イルガキュア３７９、イルガキュア８１９、イルガキュア１２７、イルガキュ
ア５００、イルガキュア７５４、イルガキュア２５０、イルガキュア１８００、イルガキ
ュア１８７０、イルガキュアＯＸＥ０１、ＤＡＲＯＣＵＲ　ＴＰＯ、ＤＡＲＯＣＵＲ１１
７３；日本シーベルヘグナー社製のＳｐｅｅｄｃｕｒｅＭＢＢ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＰＢ
Ｚ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＩＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＣＴＸ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＥＤＢ
、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＯＮＥ、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＩＰ１５０、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＫＴＯ４
６；日本化薬社製のＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＣＴＸ、ＫＡ
ＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＭＢＩ等が挙げられる。なかでも、イルガ
キュア３６９、イルガキュア１２７、イルガキュア９０７、Ｅｓａｃｕｒｅ　ＯＮＥ、Ｓ
ｐｅｅｄｃｕｒｅＭＢＢ、ＳｐｅｅｄｃｕｒｅＰＢＺ、ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＤＥＴＸ－Ｓ
が好ましい。
上記光重合開始剤の添加量は、上記バインダー成分の固形分１００質量部に対して、０．
１～１０質量部であることが好ましい。
上記レベリング剤、架橋剤、硬化剤、重合促進剤、粘度調整剤、防眩剤、帯電防止剤、そ
の他の樹脂は、公知のものを使用することができる。
【００８５】
上記低屈折率層用組成物の調製方法としては特に限定されず、例えば、上述した中空状シ
リカ微粒子、フッ素原子不含多官能モノマー、フッ素原子含有モノマー及びフッ素原子含
有ポリマー、並びに、溶剤、必要に応じて添加される光重合開始剤等の成分を混合するこ
とにより得ることができる。混合には、ペイントシェーカー又はビーズミル等の公知の方
法を使用することができる。
【００８６】
上記低屈折率層は、後述するハードコート層又は防眩層上に、上記低屈折率層用組成物を
塗布し形成した塗膜を必要に応じて乾燥し、電離放射線の照射及び／又は加熱により塗膜
を硬化させることにより形成することができる。
上記低屈折率層用組成物を塗布する方法としては特に限定されず、例えば、スピンコート
法、ディップ法、スプレー法、ダイドコート法、バーコート法、ロールコーター法、メニ
スカスコーター法、フレキソ印刷法、スクリーン印刷法、ビードコーター法等の各種方法
が挙げられる。
【００８７】
本発明の光学積層体において、上記低屈折率層は、屈折率が１．４５未満であることが好
ましい。１．４５以上であると、本発明の光学積層体の反射防止性能が不充分となり、近
年の画像表示装置の高レベルな表示品質に対応することができないことがある。より好ま
しい上限は１．４０であり、最も好ましいのは上限が１．３７である。
【００８８】
上記低屈折率層の膜厚（ｎｍ）ｄＡは、下記式（Ｉ）：
　　　　　　　ｄＡ＝ｍλ／（４ｎＡ）　　（Ｉ）
　（上記式中、
　ｎＡは低屈折率層の屈折率を表し、
　ｍは正の奇数を表し、好ましくは１を表し、
　λは波長であり、好ましくは４８０～５８０ｎｍの範囲の値である）
を満たすものが好ましい。
【００８９】
また、上記低屈折率層は、ヘイズ値が１％以下であることが好ましい。１％を超えると、
本発明の光学積層体の光透過性が低下し、画像表示装置の表示品質低下の原因となること
がある。より好ましくは０．５％以下である。なお、本明細書において、ヘイズ値とはＪ
ＩＳ　Ｋ７３６１に準拠して求められた値である。
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なお、このような優れたヘイズ値は、上記有機系バインダーにおけるフッ素原子含有モノ
マーとフッ素原子含有ポリマーの含有量を上述した範囲に調整することで、特に好適に達
成することができる。
【００９０】
上記低屈折率層は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）による鉛筆硬度試験による
硬度がＨ以上であることが好ましく、２Ｈ以上であることがより好ましい。また、ＪＩＳ
　Ｋ５６００－５－４（１９９９）に従うテーパー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が
少ないほど好ましい。更に、例えば、＃００００番のスチールウールを用いた摩擦荷重３
００ｇ／ｃｍ２、１０往復摩擦する耐擦傷試験で傷が生じないことが好ましい。
【００９１】
光透過性基材
本発明の光学積層体は、光透過性基材を有する。
上記光透過性基材は、平滑性、耐熱性を備え、機械的強度に優れたものが好ましい。光透
過性基材を形成する材料の具体例としては、例えば、ポリエステル（ポリエチレンテレフ
タレート、ポリエチレンナフタレート）、セルローストリアセテート、セルロースジアセ
テート、セルロースアセテートブチレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポ
リエーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリ塩
化ビニル、ポリビニルアセタール、ポリエーテルケトン、ポリメタクリル酸メチル、ポリ
カーボネート、又は、ポリウレタン等の熱可塑性樹脂が挙げられる。好ましくは、ポリエ
ステル（ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート）、セルローストリア
セテートが挙げられる。
【００９２】
上記光透過性基材は、上記熱可塑性樹脂を柔軟性に富んだフィルム状体として使用するこ
とが好ましいが、硬化性が要求される使用態様に応じて、これら熱可塑性樹脂の板を使用
することも可能であり、又は、ガラス板の板状体のものを使用してもよい。
【００９３】
その他、上記光透過性基材としては、脂環構造を有した非晶質オレフィンポリマー（Ｃｙ
ｃｌｏ－Ｏｌｅｆｉｎ－Ｐｏｌｙｍｅｒ：ＣＯＰ）フィルムを挙げられる。これは、ノル
ボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、環状共役ジエン系重合体、ビニル脂
環式炭化水素系重合体等が用いられる基材で、例えば、日本ゼオン（株）製のゼオネック
スやゼオノア（ノルボルネン系樹）、住友ベークライト（株）製のスミライトＦＳ－１７
００、ＪＳＲ（株）製のアートン（変性ノルボルネン系樹脂）、三井化学（株）製のアペ
ル（環状オレフィン共重合体）、Ｔｉｃｏｎａ社製のＴｏｐａｓ（環状オレフィン共重合
体）、日立化成（株）製のオプトレッツＯＺ－１０００シリーズ（脂環式アクリル樹脂）
等が挙げられる。
また、トリアセチルセルロースの代替基材として旭化成ケミカルズ（株）製のＦＶシリー
ズ（低複屈折率、低光弾性率フィルム）も好ましい。
【００９４】
上記光透過性基材の厚さはとしては、２０～３００μｍであることが好ましく、より好ま
しくは下限が３０μｍであり、上限が２００μｍである。光透過性基材が板状体の場合に
は、これらの厚さを超える厚さであってもよい。上記光透過性基材は、その上に後述する
ハードコート層等を形成するのに際して、接着性向上のために、コロナ放電処理、酸化処
理等の物理的な処理のほか、アンカー剤又はプライマーと呼ばれる塗料の塗布が予め行わ
れていてもよい。
【００９５】
ハードコート層等
本発明の光学積層体は、上記光透過性基材と低屈折率層との間に、少なくとも一層のハー
ドコート層、防眩層及び帯電防止層からなる群より選択される少なくとも一種を有するこ
とが好ましい。
本明細書において、上記「ハードコート層」とは、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９
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９）で規定される鉛筆硬度試験で２Ｈ以上の硬度を示すものをいう。硬度は、３Ｈ以上で
あることがより好ましい。また、上記ハードコート層の膜厚（硬化時）としては０．１～
１００μｍ、好ましくは０．８～２０μｍである。
【００９６】
上記ハードコート層としては特に限定されず、例えば、樹脂と任意成分とを含有するハー
ドコート層用組成物により形成されてなるものが挙げられる。
上記樹脂としては、透明性のものが好適に用いられ、具体的には、紫外線若しくは電子線
により硬化する樹脂である電離放射線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂と溶剤乾燥型樹
脂（塗工時に固形分を調整するために添加した溶剤を乾燥させるだけで、被膜となるよう
な樹脂）との混合物、又は、熱硬化型樹脂等が挙げられ、好ましくは電離放射線硬化型樹
脂が挙げられる。
【００９７】
上記電離放射線硬化型樹脂の具体例としては、アクリレート系の官能基を有するもの、例
えば、比較的低分子量のポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ
樹脂、ウレタン樹脂、アルキッド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジェン樹脂、ポ
リチオールポリエン樹脂、多価アルコール等の多官能化合物の（メタ）アルリレート等の
オリゴマー又はプレポリマー、反応性希釈剤等が挙げられる。
【００９８】
上記ハードコート層用組成物は、形成するハードコート層の硬度アップ、カール抑制、干
渉縞調整のために、例えば、コロイダルシリカ、反応性シリカ、アルミナ等の無機微粒子
が添加されていてもよい。
上記無機微粒子の粒子径、粒子配合は、目的とする透過率、ヘイズに合わせて適宜調整さ
れる。また、上記無機微粒子の形状も特に限定されず、例えば、球状、球状（中空）、球
状（多孔）、異型、針状、不定形、ペンダント状、円盤状、金平糖形状等が挙げられる。
【００９９】
上記電離放射線硬化型樹脂を紫外線硬化型樹脂として使用する場合には、光重合開始剤を
用いることが好ましい。
上記光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラーベ
ンゾイルベンゾエート、α－アミロキシムエステル、テトラメチルチュウラムモノサルフ
ァイド、チオキサントン類等が挙げられる。
また、光増感剤を混合して用いることが好ましく、その具体例としては、例えば、ｎ－ブ
チルアミン、トリエチルアミン、ポリ－ｎ－ブチルホソフィン等が挙げられる。
【０１００】
上記電離放射線硬化型樹脂に混合して使用される溶剤乾燥型樹脂としては、主として熱可
塑性樹脂が挙げられ、該熱可塑性樹脂としては特に限定されず、従来公知のものを用いる
ことができる。
上記溶剤乾燥型樹脂の添加により、塗布面の塗膜欠陥を有効に防止することができる。本
発明の好ましい態様によれば、光透過性基材の材料がセルローストリアセテート等のセル
ロース系樹脂の場合、熱可塑性樹脂の好ましい具体例としては、セルロース系樹脂、例え
ば、ニトロセルロース、アセチルセルロース、セルロースアセテートプロピオネート、エ
チルヒドロキシエチルセルロース等が挙げられる。
【０１０１】
上記熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹
脂、メラニン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポ
キシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿素共縮合樹脂、ケイ素樹脂、ポリシロキ
サン樹脂等が挙げられる。
上記熱硬化性樹脂を用いる場合、必要に応じて、架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促
進剤、溶剤、粘度調整剤等を更に添加して使用することができる。
【０１０２】
上記ハードコート層は、上述した各材料を用いて調製したハードコート層用組成物を、上
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記光透過性基材上に塗布して形成した塗膜を、必要に応じて乾燥し、電離放射線照射又は
加熱等により硬化させることで形成することができる。なお、上記ハードコート層用組成
物の調製方法及び塗膜の形成方法等は、上述した低屈折率層と同様の方法が挙げられる。
【０１０３】
本発明の光学積層体においては、上記ハードコート層は、一層のみ設けられていてもよく
、同一の又は異なる組成からなる二層以上のハードコート層が設けられていてもよい。
また、上記ハードコート層は、含まれる任意成分（例えば、公知の微粒子系又は有機系の
化合物である高屈折率剤や帯電防止剤等）が均一に分散している状態であってもよく、上
記任意成分が偏在（例えば、上方から下方にかけて濃度がグラデーション状に変化して存
在）していてもよい。
特に、上方から下方にかけて上記任意成分の濃度が低下するようにグラデーション状に変
化して存在していることが、光学積層体自体の性能（例えば、反射率、帯電防止性能、干
渉縞等）が良好となる場合が多く、コスト的にも好ましい場合が多い。
なお、上記任意成分がハードコート層中で偏在している場合、該任意成分は、例えば、ハ
ードコート層の上方から下方にかけて濃度が低下するようにグラデーション状に変化して
存在していてもよい。特に反射率の点から、屈折率の高い樹脂や微粒子が、ハードコート
層の上方から下方にかけて濃度が低下するようにグラデーション状に変化して存在してい
ると好ましい。
更に、例えば、本発明の光学積層体の鉛筆硬度を上げるために、公知の反応性シリカ微粒
子、コロイダルシリカ、アルミナ粒子等が、ハードコート層中に均一に又は偏在して分散
されていてもよい。
【０１０４】
上記防眩層とは、内包する防眩剤によりその表面に凹凸形状が形成された層や更に内部散
乱性を有する層や、凹凸形状がなく内部散乱性だけを有する層であり、本発明の光学積層
体の表面での外光反射を低減させる機能や、内部からの透過光や外部からの反射光を拡散
する機能を有するものである。
上記防眩層としては特に限定されず、例えば、樹脂と防眩剤とを含有する防眩層用組成物
により形成されてなるものが挙げられる。
【０１０５】
本発明の光学積層体において、上記防眩層は、防眩剤としての微粒子の平均粒径をＲ（μ
ｍ）とし、防眩層の凹凸の十点平均粗さをＲｚ（μｍ）とし、防眩層の凹凸平均間隔をＳ
ｍ（μｍ）とし、凹凸部の平均傾斜角をθａとした場合に、下記式：
　３０≦Ｓｍ≦６００
　０．０５≦Ｒｚ≦１．６０
　０．１≦θａ≦２．５
　０．３≦Ｒ≦１５
を全て同時に満たすものが好ましい。
【０１０６】
また、本発明の別の好ましい態様によれば、上記防眩層は、防眩剤と樹脂の屈折率をそれ
ぞれ、ｎ１、ｎ２とした場合に、Δｎ＝│ｎ１－ｎ２│＜０．１を満たすものであり、か
つ、防眩層内部のヘイズ値が５５％以下であることが好ましい。
上記防眩層の膜厚（硬化時）としては０．１～１００μｍであることが好ましく、より好
ましい下限は０．８μｍ、より好ましい上限は１０μｍである。膜厚がこの範囲にあるこ
とにより、防眩層としての機能を充分に発揮することができる。
【０１０７】
上記防眩剤としては、微粒子が挙げられる。その形状としては、真球状、楕円状等特に限
定されないが、真球状のものが好適に用いられる。
【０１０８】
上記防眩剤が微粒子である場合、無機材料からなるものであってもよく、有機材料からな
るものであってもよい。また、上記微粒子は、防眩性を発揮するものであり、好ましくは
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透明性のものが好ましい。また、上記微粒子の粒径は、コールターカウンター法で測定し
た場合に、０．１～２０μm程度のものが用いられる。
上記無機材料からなる微粒子としては、具体的には、例えば、不定形、球状などのシリカ
ビーズ等が挙げられる。
また、有機材料からなる微粒子としては、具体的には、例えば、スチレンビーズ（屈折率
１．５９）、メラミンビーズ（屈折率１．５７）、アクリルビーズ（屈折率１．４９）、
アクリル－スチレンビーズ（屈折率１．５３～１．５８）、ベンゾグアナミン－ホルムア
ルデヒド縮合体ビーズ（屈折率１．６６）、メラミン－ホルムアルデヒド縮合体ビーズ（
屈折率１．６６）、ポリカーボネートビーズ（屈折率１．５７）、ポリエチレンビーズ（
屈折率１．５０）、ポリ塩化ビニルビーズ（屈折率１．６０）等が挙げられる。上記有機
材料からなる微粒子は、その表面に疎水性基を有してもよい。
【０１０９】
上記防眩層における上記防眩剤の含有量としては、該防眩層中の樹脂１００質量部に対し
て、０．１～３０質量部であることが好ましく、より好ましい下限は１質量部、より好ま
しい上限は２５質量部である。
【０１１０】
上記防眩層における樹脂としては特に限定されず、例えば、上述したハードコート層にお
いて説明した樹脂と同様の紫外線若しくは電子線により硬化する樹脂である電離放射線硬
化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂と溶剤乾燥型樹脂との混合物、又は、熱硬化型樹脂等が
挙げられる。
【０１１１】
このような防眩層は、上述した各材料を用いて調製した防眩層用組成物を、上記光透過性
基材等の上に塗布して形成した塗膜を、必要に応じて乾燥し、電離放射線照射又は加熱等
により硬化させることで形成することができる。なお、上記防眩層用組成物の調製方法及
び塗膜の形成方法等は、上述した低屈折率層と同様の方法が挙げられる。
【０１１２】
上述したハードコート層及び防眩層には、更に後述する帯電防止剤や、高屈折率剤、コロ
イダルシリカ等の高硬度・低カール材料等が含まれていてもよい。
上記光透過性基材と低屈折率層との間に上記ハードコート層又は防眩層が形成された構造
の本発明の光学積層体は、更に、上記ハードコート層又は防眩層と、光透過性基材又は低
屈折率層との間に、公知の帯電防止剤とバインダー樹脂とからなる帯電防止層が形成され
た構造であってもよい。
【０１１３】
上記帯電防止層としては特に限定されず、例えば、樹脂と帯電防止剤とを含有する帯電防
止層用組成物により形成されてなるものが挙げられる。
上記帯電防止剤としては特に限定されず、例えば、第４級アンモニウム塩、ピリジニウム
塩、第１～第３アミノ基等のカチオン性化合物；スルホン酸塩基、硫酸エステル塩基、リ
ン酸エステル塩基、ホスホン酸塩基等のアニオン性化合物；アミノ酸系、アミノ硫酸エス
テル系等の両性化合物；アミノアルコール系、グリセリン系、ポリエチレングリコール系
等のノニオン性化合物；スズ及びチタンのアルコキシドのような有機金属化合物；上記有
機金属化合物のアセチルアセトナート塩のような金属キレート化合物等が挙げられる。
上記に列記した化合物を高分子量化した化合物も使用することができる。
また、第３級アミノ基、第４級アンモニウム基又は金属キレート部を有し、かつ、電離放
射線により重合可能なモノマー又はオリゴマー又は官能基を有するカップリング剤のよう
な有機金属化合物等の重合性化合物もまた帯電防止剤として使用できる。
更に、上記帯電防止剤は、イオン性液体であってよい
【０１１４】
上記帯電防止剤としては、導電性ポリマーも挙げることができる。
上記導電性ポリマーとしては特に限定されず、例えば、芳香族共役系のポリ（パラフェニ
レン）、複素環式共役系のポリピロール、ポリチオフェン、脂肪族共役系のポリアセチレ
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ン、含ヘテロ原子共役系のポリアニリン、混合型共役系のポリ（フェニレンビニレン）、
分子中に複数の共役鎖を持つ共役系である複鎖型共役系、前述の共役高分子鎖を飽和高分
子にグラフト又はブロック共重した高分子である導電性複合体等が挙げられる。
【０１１５】
上記帯電防止剤は、導電性金属酸化物微粒子であってもよい。
上記導電性金属酸化物微粒子としては特に限定されず、例えば、ＺｎＯ（屈折率１．９０
、以下、カッコ内の値はすべて屈折率を表すものである。）、Ｓｂ２Ｏ２（１．７１）、
ＳｎＯ２（１．９９７）、ＣｅＯ２（１．９５）、酸化インジウム錫（略称 ＩＴＯ；１
．９５）、Ｉｎ２Ｏ３（２．００）、Ａｌ２Ｏ３（１．６３）、アンチモンドープ酸化錫
（略称ＡＴＯ；２．０）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（略称ＡＺＯ；２．０）等が挙げ
られる。
【０１１６】
上記帯電防止剤の含有量としては、上記帯電防止剤を含有することの効果を充分に享有で
きるとともに、上述した本発明により製造される光学積層体に得られる効果を阻害しない
範囲で、上記帯電防止層用組成物に適宜配合されることが好ましい。
【０１１７】
上記帯電防止層における樹脂としては特に限定されず、例えば、上述したハードコート層
において説明した樹脂と同様の紫外線若しくは電子線により硬化する樹脂である電離放射
線硬化型樹脂、電離放射線硬化型樹脂と溶剤乾燥型樹脂との混合物、又は、熱硬化型樹脂
等が挙げられる。
【０１１８】
このような帯電防止層は、上述した各材料を用いて調製した帯電防止層用組成物を、上記
光透過性基材等の上に塗布して形成した塗膜を、必要に応じて乾燥し、電離放射線照射又
は加熱等により硬化させることで形成することができる。なお、上記帯電防止層用組成物
の調製方法及び塗膜の形成方法等は、上述した低屈折率層と同様の方法が挙げられる。
【０１１９】
また、本発明の光学積層体は、上記低屈折率層の上に、本発明の光学積層体の反射率を損
なわない程度に、防汚層及び／又は帯電防止層を有することが好ましい。
上記防汚層及び帯電防止層としては、上述したものが挙げられ、その製造方法もまた、上
述した方法が挙げられる。
【０１２０】
本発明の光学積層体は、上記光透過性基材上に、少なくとも低屈折率層を有するものであ
るが、必要に応じて任意の層として、上述したハードコート層又は防眩層の他に、防汚染
層、高屈折率層、中屈折率層等を備えてなるものであってよい。上記防汚染層、高屈折率
層、中屈折率層は、一般に使用される防汚染剤、高屈折率剤、中屈折率剤、低屈折率剤や
樹脂等を添加した組成物を調製し、それぞれの層を公知の方法により形成するとよい。
【０１２１】
本発明の光学積層体の全光線透過率は、９０％以上であることが好ましい。９０％未満で
あると、ディスプレイ表面に装着した場合において、色再現性や視認性を損なうおそれが
ある。上記全光線透過率は、９５％以上であることがより好ましく、９８％以上であるこ
とが更に好ましい。
本発明の光学積層体のヘイズは、１％未満であることが好ましく、０．５％未満であるこ
とがより好ましい。上記防眩層を有する場合、本発明の光学積層体のヘイズは、８０％未
満であることが好ましい。上記防眩層は、内部拡散によるヘイズと、最表面の凹凸形状に
よるヘイズからなってよく、内部拡散によるヘイズは、３．０％以上７９％未満であるこ
とが好ましく、１０％以上５０％未満であることがより好ましい。最表面のヘイズは、１
％以上３５％未満であることが好ましく、１％以上２０％未満であることがより好ましく
、１％以上１０％未満であることが更に好ましい。
【０１２２】
本発明の光学積層体の製造方法は、光透過性基材上に、必要に応じて上述したハードコー
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ト層用組成物、防眩層用組成物、帯電防止層用組成物等を塗布してハードコート層、防眩
層、帯電防止層等を形成する工程、及び、形成したハードコート層等上に上述した低屈折
率層用組成物を塗布して低屈折率層を形成する工程を有する方法が挙げられる。
上記ハードコート層、防眩層、帯電防止層及び低屈折率層を形成する方法としては、上述
したとおりである。
【０１２３】
本発明の光学積層体は、偏光素子の表面に、本発明による光学積層体を該光学積層体にお
ける低屈折率層が存在する面と反対の面に設けることによって、偏光板とすることができ
る。このような偏光板も、本発明の一つである。
【０１２４】
上記偏光素子としては特に限定されず、例えば、ヨウ素等により染色し、延伸したポリビ
ニルアルコールフィルム、ポリビニルホルマールフィルム、ポリビニルアセタールフィル
ム、エチレン－酢酸ビニル共重合体系ケン化フィルム等が挙げられる。
上記偏光素子と本発明の光学積層体とのラミネート処理においては、光透過性基材（好ま
しくは、トリアセチルセルロースフィルム）にケン化処理を行うことが好ましい。ケン化
処理によって、接着性が良好になり帯電防止効果も得ることができる。
【０１２５】
本発明は、最表面に上記光学積層体又は上記偏光板を備えてなる画像表示装置でもある。
上記画像表示装置は、ＬＣＤ等の非自発光型画像表示装置であっても、ＰＤＰ、ＦＥＤ、
ＥＬＤ（有機ＥＬ、無機ＥＬ）、ＣＲＴ等の自発光型画像表示装置であってもよい。
【０１２６】
上記非自発光型の代表的な例であるＬＣＤは、透過性表示体と、該透過性表示体を背面か
ら照射する光源装置とを備えてなるものである。本発明の画像表示装置がＬＣＤである場
合、この透過性表示体の表面に、本発明の光学積層体又は本発明の偏光板が形成されてな
るものである。
【０１２７】
本発明が上記光学積層体を有する液晶表示装置の場合、光源装置の光源は光学積層体の下
側から照射される。なお、ＳＴＮ型の液晶表示装置には、液晶表示素子と偏光板との間に
、位相差板が挿入されてよい。この液晶表示装置の各層間には必要に応じて接着剤層が設
けられてよい。
【０１２８】
上記自発光型画像表示装置であるＰＤＰは、表面ガラス基板（表面に電極を形成）と当該
表面ガラス基板に対向して間に放電ガスが封入されて配置された背面ガラス基板（電極及
び、微小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成）とを備えてなるもの
である。本発明の画像表示装置がＰＤＰである場合、上記表面ガラス基板の表面、又は、
その前面板（ガラス基板又はフィルム基板）に上述した光学積層体を備えるものでもある
。
【０１２９】
上記自発光型画像表示装置は、電圧をかけると発光する硫化亜鉛、ジアミン類物質：発光
体をガラス基板に蒸着し、基板にかける電圧を制御して表示を行うＥＬＤ装置、又は、電
気信号を光に変換し、人間の目に見える像を発生させるＣＲＴなどの画像表示装置であっ
てもよい。この場合、上記のような各表示装置の最表面又はその前面板の表面に上述した
光学積層体を備えるものである。
【０１３０】
本発明の画像表示装置は、いずれの場合も、テレビジョン、コンピュータ、ワードプロセ
ッサなどのディスプレイ表示に使用することができる。特に、ＣＲＴ、液晶パネル、ＰＤ
Ｐ、ＥＬＤ、ＦＥＤなどの高精細画像用ディスプレイの表面に好適に使用することができ
る。
【発明の効果】
【０１３１】
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本発明の光学積層体は、硬度及び表面均一性に優れるとともに充分に屈折率が低い低屈折
率層を有し、反射防止性能に優れたものとなる。このため、本発明の光学積層体は、陰極
線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ
）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションディス
プレイ（ＦＥＤ）等に好適に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】実施例１に係る光学積層体の表面の顕微鏡写真である。
【図２】比較例４に係る光学積層体の表面の顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【０１３３】
本発明の内容を下記の実施例により説明するが、本発明の内容はこれらの実施態様に限定
して解釈されるものではない。特別に断りの無い限り、「部」及び「％」は質量基準であ
る。更に、特に断りの無い限り、各成分量は固形分量ナある。
【０１３４】
（ハードコート層用組成物の調製）
（調製例１）
下記に示す各成分を混合してハードコート層用組成物（１）を調製した。
ウレタンアクリレート（ＵＶ１７００Ｂ、日本合成社製）　　　　　　　　　　５質量部
イソシアヌル酸ＥＯ変性トリアクリレート（Ｍ３１５、東亜合成社製）　　　　５質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
【０１３５】
（調製例２）
下記に示す各成分を混合してハードコート層用組成物（２）を調製した。
ウレタンアクリレート（ＢＳ５７７、荒川化学社製）　　　　　　　　　　２．５質量部
ポリエステルアクリレート（Ｍ９０５０、東亜合成社製）　　　　　　　　　　５質量部
帯電防止剤含有配合物（ユピマーＨ６５００、三菱化学社製；４級アンモニウム塩オリゴ
マー約２０％＋ＤＰＨＡ約８０％）　　　　　　　　　　　固形分換算で　２．５質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
【０１３６】
（調製例３）
下記に示す各成分を混合してハードコート層用組成物（３）を調製した。
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ、日本化薬社製）　　　５質量部
反応性異形シリカ（ＤＰ１１２８、日揮触媒化成、反応性官能基：メタクリレート）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で　５質量部
重合開始剤（イルガキュア１８４；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４質量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
【０１３７】
（低屈折率層用組成物の調製）
（調製例１）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量
部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
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分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１３８】
なお、フッ素原子含有モノマーである共栄社化学製「ＬＩＮＣ３Ａ」は、下記化学式（１
）で表される構造を有する化合物である。
【０１３９】
【化２０】

【０１４０】
（調製例２）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（２）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で６質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　３質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　１質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４１】
（調製例３）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（３）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で７質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　１質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４２】
（調製例４）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（４）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　３質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　６質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４３】
（調製例５）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（５）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で４．５質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）４．５質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　１質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４４】
（調製例６）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（６）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ダイキン工業社製；オプツールＡＲ１１０、屈折率１．３９、
重量平均分子量１５万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
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【０１４５】
（調製例７）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（７）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；屈折率１．４１、重量平均分子量１５万）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ１０２Ａ、屈折率１．４０）７質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４６】
なお、フッ素原子含有モノマーである共栄社化学製「ＬＩＮＣ１０２Ａ」は、下記化学式
（１１）で表される構造を有する化合物である。
【０１４７】
【化２１】

【０１４８】
（調製例８）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（８）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；屈折率１．４２、重量平均分子量１５０００）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１４９】
（調製例９）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（９）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
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フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５０】
（調製例１０）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１０）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
コロイダルシリカ（日産化学社製、ＭＩＢＫＳＴＦ　粒径１２ｎｍ、表面修飾品）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５１】
（調製例１１）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１１）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で８質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　１．６質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５２】
（調製例１２）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１２）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１．５質量部
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フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）５．５質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　３．５質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーン・フッ素含有防汚剤（ＴＵ２２２５；ＪＳＲ社製）　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５３】
（調製例１３）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１３）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で７質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　１質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーン・フッ素含有防汚剤（ＴＵ２２２５；ＪＳＲ社製）　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５４】
（調製例１４）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１４）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で７質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　１質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　　２質量部
反応性シリカ（日産化学製；ＭＩＢＫ－ＳＤ、１２ｎｍ、反応性官能基：メタクリレート
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーン・フッ素含有防汚剤（ＴＵ２２２５；ＪＳＲ社製）　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５５】
（調製例１５）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１５）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１．５質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）５．５質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　２．５質量部
反応性シリカ（日揮触媒化成製；ＤＰ１１２９、７ｎｍ、反応性官能基：メタクリレート
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
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シリコーン・フッ素含有防汚剤（ＴＵ２２２５；ＪＳＲ社製）　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５６】
（調製例１６）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１６）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分：２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径：５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１．５質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）５．５質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　３．５質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーン・フッ素含有防汚剤（ＴＵ２２２５；ＪＳＲ社製）　　　　　０．２５質量部
変性シリコーン防汚剤（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　０．２５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５７】
（調製例１７）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１７）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）　　　　　　　　　　　１０質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　　　　　１質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５８】
（調製例１８）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（１８）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１０質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　　　　　１質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１５９】
（調製例１９）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物を（１９）調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　１０質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　　　　　１質量部
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ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１６０】
（調製例２０）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（２０）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で３質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　３質量部
イソシアヌル酸ＥＯ変性ジアクリレート（東亞合成社製；Ｍ２１５、２官能）　４質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　　　　　１質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１６１】
（調製例２１）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成（２１）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で０．５質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）０．５質量部
イソシアヌル酸ＥＯ変性ジアクリレート（東亞合成社製；Ｍ２１５、２官能）　９質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　　　　　１質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１６２】
（調製例２２）
下記に示す成分を混合して低屈折率層用組成物（２２）を調製した。
中空状処理シリカ微粒子（該シリカ微粒子の固形分は２０質量％、溶液；メチルイソブチ
ルケトン、平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
フッ素原子含有ポリマー（ＪＳＲ社製；オプスターＪＮ３５、屈折率１．４１、重量平均
分子量３万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固形分換算で１質量部
フッ素原子含有モノマー（共栄社化学製；ＬＩＮＣ３Ａ、屈折率１．４２）　　７質量部
イソシアヌル酸ＥＯ変性ジアクリレート（東亞合成社製；Ｍ２１５、２官能）　２質量部
重合開始剤（イルガキュア１２７；チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３５質量部
変性シリコーンオイル（Ｘ２２１６４Ｅ；信越化学社製）　　　　　　　　０．５質量部
変性シリコーンオイル（ＦＭ７７１１；チッソ社製）　　　　　　　　　　０．５質量部
ＭＩＢＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２０質量部
ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６１質量部
【０１６３】
（実施例１）
セルローストリアセテートフィルム（厚み８０μｍ）の片面に、ハードコート層用組成物
（１）を湿潤重量３０ｇ／ｍ２（乾燥重量１５ｇ／ｍ２）を塗布した。７０℃にて３０秒
乾燥し、紫外線５０ｍＪ／ｃｍ２を照射してハードコート層（１）を形成した。
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０℃×１分）の膜厚が０．１μｍとなるように塗布した。そして、紫外線照射装置（フュ
ージョンＵＶシステムジャパン（株）、光源Ｈバルブ）を用いて、照射線量１９２ｍＪ／
ｍ２で紫外線照射を行って硬化させて、光学積層体 を得た。膜厚は、反射率の極小値が
波長５５０ｎｍ付近になるように調整して行った。
【０１６４】
（実施例２～１８、比較例１～６）
低屈折率層用組成物（１）を、低屈折率層用組成物（２）～（２２）に代えた以外は、実
施例１と同様にして実施例２～１６及び比較例１～６に係る光学積層体を得た。また、ハ
ードコート層用組成物（１）をハードコート層用組成物（２）、（３）にそれぞれ代えた
以外は、実施例１と同様にして実施例１７、１８に係る光学積層体を得た。
【０１６５】
（評価）
実施例及び比較例で得られた光学積層体について、以下に示す各評価を行った。結果を表
１に示した。
【０１６６】
（反射率の測定）
得られた各光学積層体の裏面反射を防止するための黒色テープを貼り、低屈折率層の面か
ら、島津製作所製、分光反射率測定機「ＰＣ－３１００」を用い、 波長域３８０～７８
０ｎｍでの最低反射率を測定した。結果を下記の基準にて評価した。
評価基準
○：最低反射率が、１．３％未満
×：最低反射率が、１．３％以上
【０１６７】
（白化の評価）
得られた各実施例及び比較例に係る光学積層体の低屈折率層のヘイズ値（％）は、ヘイズ
メーター（村上色彩技術研究所製、製品番号；ＨＭ－１５０）を用いてＪＩＳ　Ｋ－７１
３６に従い測定した。結果を下記の基準にて評価した。
評価基準
○：０．５％未満
×：０．５％以上
【０１６８】
（耐擦傷試験）
光学積層体の低屈折率層の表面を、＃００００番のスチールウールを用いて、所定の摩擦
荷重３００ｇ／ｃｍ２で１０往復摩擦し、その後の塗膜の剥がれの有無を目視し、結果を
下記の基準にて評価した。
○：傷なし
×：傷あり
【０１６９】
（塗工面）
低屈折率層が形成されていない側のフィルム表面に黒色テープを貼り、低屈折率層が形成
されている面から、三波長ランプにて塗工面を目視で観察し、結果を下記の基準にて評価
した。
評価基準
○：塗工面は均一できれい
×：塗工面は色斑、筋状があり不均一できたない
【０１７０】
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【表１】

【０１７１】
表１より、実施例の光学積層体は、反射率、硬度及び塗工面の各評価のいずれにも優れ、
低屈折率層に白化も発生していなかった。なお、実施例１に係る光学積層体の表面の顕微
鏡写真を図１に示す。一方、低屈折率層用組成物にフッ素原子含有モノマー及びフッ素原
子含有ポリマーを含有しない比較例１の光学積層体は、充分な反射性能が得られなかった
。低屈折率層用組成物にフッ素原子含有モノマーを含有しない比較例２は、低屈折率層に
充分な硬度が得られなかった。低屈折率層用組成物にフッ素原子含有ポリマーを含有しな
い比較例３は、ハードコート層上に塗布した該組成物にはじきが生じて塗工面が不均一な
ものとなった。
また、１分子中に反応性官能基を２つ有する（２官能）フッ素原子不含モノマーを含有す
る比較例４、５及び６は、いずれも充分な硬度が得られず、耐擦傷性に劣るものであった
。
更に、低屈折率層用組成物の有機系バインダーにおけるフッ素原子含有モノマーとフッ素
原子含有ポリマーの配合量がいずれも３０質量％である比較例４は、低屈折率層に白化が
発生した。この比較例４に係る光学積層体の表面の顕微鏡写真を図２に示す。
また、低屈折率層用組成物の有機系バインダーにおけるフッ素原子含有モノマーとフッ素
原子含有ポリマーの配合量がいずれも５質量％である比較例５は、実施例に比べて反射防
止性能が劣るものであった。
【産業上の利用可能性】
【０１７２】
本発明の光学積層体は、上述した構成からなる低屈折率層を有するため、反射防止性能及
び硬度に優れ、製造時に塗工性の問題がなく均一な表面の低屈折率層を形成することがで
きる。そのため、本発明の光学積層体は、陰極線管表示装置（ＣＲＴ）、液晶ディスプレ
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イ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イ（ＥＬＤ）、フィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）等に好適に適用すること
ができる。

【図１】
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【図２】
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