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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（Ａ１）で示される近赤外線吸収色素（Ａ１）から選択される１種以上を含む近
赤外線吸収色素（Ａ）と、屈折率が１．４５以上の透明樹脂（Ｂ）とを含有する近赤外線
吸収層を有する近赤外線カットフィルタ。
【化１】

　ただし、式（Ａ１）中の記号は以下のとおりである。
　Ｘは、独立して１つ以上の水素原子が炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基
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で置換されていてもよい下記式（１）または式（２）で示される２価の有機基である。
　－（ＣＨ２）ｎ１－　　…（１）
　式（１）中ｎ１は、２または３である。　
　－（ＣＨ２）ｎ２－Ｏ－（ＣＨ２）ｎ３－　　…（２）
　式（２）中、ｎ２とｎ３はそれぞれ独立して０～２の整数であり、ｎ２＋ｎ３は１また
は２である。
　Ｒ１は、独立して飽和環構造を含んでもよく、分岐を有してもよい炭素数１～１２の飽
和もしくは不飽和炭化水素基、炭素数３～１２の飽和環状炭化水素基、炭素数６～１２の
アリール基または炭素数７～１３のアルアリール基を示す。
　Ｒ２およびＲ３は、独立して水素原子、ハロゲン原子、または、炭素数１～１０のアル
キル基もしくはアルコキシ基を示す。
　Ｒ４は、独立して置換基を有しない下記式（４）で示される炭素数５～２５の分枝状の
炭化水素基である。
－ＣＨ３－ｍＲ１３

ｍ　　　…（４）
（ただし、式（４）中、ｍは１、２または３であり、Ｒ１３はそれぞれ独立して、炭素原
子間に不飽和結合、酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい直鎖状または
分枝状の炭化水素基（ただし、ｍが１のときは分枝状である。）を示し、かつｍ個のＲ１

３の炭素数の合計は４～２４である。）
【請求項２】
　下記式（Ａ１）で示される近赤外線吸収色素（Ａ１）から選択される１種以上を含む近
赤外線吸収色素（Ａ）と、屈折率が１．４５以上の透明樹脂（Ｂ）とを含有する近赤外線
吸収層を有し、前記近赤外線吸収色素（Ａ）を下記（ii－１）および（ii－２）の条件を
満たす含有量で含有する場合に、前記近赤外線吸収層が下記（ii－３）の条件を満たす近
赤外線カットフィルタ。
（ii－１）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も短い波長λａが
、６７５ｎｍ≦λａ≦７２０ｎｍ。
（ii－２）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も長い波長λｂと
前記λａとの関係が、λｂ－λａ＝３０ｎｍ。
（ii－３）６５０～８００ｎｍの波長域において前記λａよりも短波長側で透過率が７０
％となる波長λｃと、前記λａと、前記透明樹脂（Ｂ）の屈折率ｎｄ（Ｂ）との関係が、
ｎｄ（Ｂ）×（λａ－λｃ）≦１１５。
【化２】

　ただし、式（Ａ１）中の記号は以下のとおりである。
　Ｘは、独立して１つ以上の水素原子が炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基
で置換されていてもよい下記式（１）または式（２）で示される２価の有機基である。
　－（ＣＨ２）ｎ１－　　…（１）
　式（１）中ｎ１は、２または３である。　
　－（ＣＨ２）ｎ２－Ｏ－（ＣＨ２）ｎ３－　　…（２）
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　式（２）中、ｎ２とｎ３はそれぞれ独立して０～２の整数であり、ｎ２＋ｎ３は１また
は２である。
　Ｒ１は、独立して飽和環構造を含んでもよく、分岐を有してもよい炭素数１～１２の飽
和もしくは不飽和炭化水素基、炭素数３～１２の飽和環状炭化水素基、炭素数６～１２の
アリール基または炭素数７～１３のアルアリール基を示す。
　Ｒ２およびＲ３は、独立して水素原子、ハロゲン原子、または、炭素数１～１０のアル
キル基もしくはアルコキシ基を示す。
　Ｒ４は、独立して１つ以上の水素原子がハロゲン原子、水酸基、カルボキシ基、スルホ
基、またはシアノ基で置換されていてもよく、炭素原子間に不飽和結合、酸素原子、飽和
もしくは不飽和の環構造を含んでよい、少なくとも１以上の分岐を有する炭素数５～２５
の炭化水素基である。
【請求項３】
　下記式（Ａ１）で示される近赤外線吸収色素（Ａ１）から選択される１種以上を含む近
赤外線吸収色素（Ａ）と、屈折率が１．４５以上の透明樹脂（Ｂ）とを含有する近赤外線
吸収層を有し、前記近赤外線吸収層の片側または両側に、下記（iii－１）および（iii－
２）の特性を有する選択波長遮蔽層を有する近赤外線カットフィルタ。
（iii－１）４２０～６９５ｎｍの波長域において透過率が９０％以上。
（iii－２）前記近赤外線吸収層の６５０～８００ｎｍの波長域における透過率が１％と
なる最も長い波長λｂから１１００ｎｍまでの波長域において透過率が２％以下。
【化３】

　ただし、式（Ａ１）中の記号は以下のとおりである。
　Ｘは、独立して１つ以上の水素原子が炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基
で置換されていてもよい下記式（１）または式（２）で示される２価の有機基である。
　－（ＣＨ２）ｎ１－　　…（１）
　式（１）中ｎ１は、２または３である。　
　－（ＣＨ２）ｎ２－Ｏ－（ＣＨ２）ｎ３－　　…（２）
　式（２）中、ｎ２とｎ３はそれぞれ独立して０～２の整数であり、ｎ２＋ｎ３は１また
は２である。
　Ｒ１は、独立して飽和環構造を含んでもよく、分岐を有してもよい炭素数１～１２の飽
和もしくは不飽和炭化水素基、炭素数３～１２の飽和環状炭化水素基、炭素数６～１２の
アリール基または炭素数７～１３のアルアリール基を示す。
　Ｒ２およびＲ３は、独立して水素原子、ハロゲン原子、または、炭素数１～１０のアル
キル基もしくはアルコキシ基を示す。
　Ｒ４は、独立して１つ以上の水素原子がハロゲン原子、水酸基、カルボキシ基、スルホ
基、またはシアノ基で置換されていてもよく、炭素原子間に不飽和結合、酸素原子、飽和
もしくは不飽和の環構造を含んでよい、少なくとも１以上の分岐を有する炭素数５～２５
の炭化水素基である。
【請求項４】
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　前記式（Ａ１）中、Ｘが下記式（３）で示される２価の有機基である請求項１～３のい
ずれか１項に記載の近赤外線カットフィルタ。
　－ＣＲ１１

２－（ＣＲ１２
２）ｎ４－　　…（３）

　ただし、式（３）は、左側がベンゼン環に結合し右側がＮに結合する２価の基を示し、
式（３）中、ｎ４は１または２である。
　Ｒ１１はそれぞれ独立して、分岐を有してもよい炭素数１～１２のアルキル基またはア
ルコキシ基であり、Ｒ１２はそれぞれ独立して、水素原子または、分岐を有してもよい炭
素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基である。
【請求項５】
　前記式（３）において、Ｒ１１はそれぞれ独立して、分岐を有してもよい炭素数１～６
のアルキル基またはアルコキシ基であり、Ｒ１２はそれぞれ独立して、水素原子または、
分岐を有してもよい炭素数１～６のアルキル基またはアルコキシ基である請求項４記載の
近赤外線カットフィルタ。
【請求項６】
　前記式（Ａ１）中Ｘが下記式（１１－１）～下記式（１２－３）で示される２価の有機
基のいずれかである請求項１～３のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルタ。
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１１－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－　　…（１１－２）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）－　　…（１１－３）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ２－　　…（１２－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１２－２）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＨ２－　　…（１２－３）
　ただし、式（１１－１）～（１２－３）で示される基は、いずれも左側がベンゼン環に
結合し右側がＮに結合する。
【請求項７】
　前記式（Ａ１）におけるＲ４の炭素数は、独立して６～２０である請求項１～６のいず
れか１項に記載の近赤外線カットフィルタ。
【請求項８】
　前記透明樹脂（Ｂ）が、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、エン・チオール樹脂、ポリカー
ボネート樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリエーテ
ルサルホン樹脂、ポリパラフェニレン樹脂、ポリアリーレンエーテルフォスフィンオキシ
ド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、環状オレフィン
樹脂およびポリエステル樹脂からなる群より選択される少なくとも１種を含む、請求項１
～７のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルタ。
【請求項９】
　前記透明樹脂（Ｂ）１００質量部に対する前記近赤外線吸収色素（Ａ）の割合が０．１
～２０質量部である請求項１～８のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルタ。
【請求項１０】
　前記選択波長遮蔽層は、屈折率が１．４５以上１．５５未満の誘電体膜と屈折率が２．
２～２．５の誘電体膜とを交互に積層した誘電体多層膜からなる請求項３に記載の近赤外
線カットフィルタ。
【請求項１１】
　下記（iv－１）～（iv－３）の条件を満たす請求項３または１０記載の近赤外線カット
フィルタ。
（iv－１）４２０～６２０ｎｍの波長域における平均透過率が８０％以上。
（iv－２）７１０～１１００ｎｍの波長域における透過率が２％以下。
（iv－３）６００～７００ｎｍの波長域において、主面に直交する方向から入射した光の
透過率が２０％となる波長の値と、主面に直交する線に対して３０度の角度をなす方向か
ら入射した光の透過率が２０％となる波長の値の差が３ｎｍ以下。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近赤外線遮蔽効果を有する近赤外線カットフィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な用途に、可視波長領域の光は十分に透過するが、近赤外線波長領域の光は
遮蔽する光学フィルタが使用されている。
【０００３】
　例えば、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオ等の撮像装置には、固体撮像素子（Ｃ
ＣＤ、ＣＭＯＳ等）が使用されている。固体撮像素子の感度を人間の視感度に近づけるた
め、撮像レンズと固体撮像素子との間に光学フィルタを配置している。
【０００４】
　これらのうちでも撮像装置用の光学フィルタとしては、近赤外線波長領域の光を選択的
に吸収するように、フツリン酸塩系ガラスや、リン酸塩系ガラスにＣｕＯ等を添加したガ
ラスフィルタが知られている。しかし、光吸収型のガラスフィルタは、高価である上に、
薄型化にするとガラスの成分に基づく機能が十分に発揮できないおそれがあり、近年の撮
像装置の小型化・薄型化の要求に十分に応えることができないという問題があった。
【０００５】
　そこで、上記問題を解決すべく、基板上に、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）層と酸化
チタン（ＴｉＯ２）層とを交互に積層し、光の干渉によって近赤外線波長領域の光を反射
する反射層と、近赤外線を吸収する色素を含有する樹脂層とを積層した光学フィルタが開
発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　しかしながら、これら従来の撮像装置用の光学フィルタでは、近赤外線領域の波長の光
を遮蔽する性能や、暗部をより明るく撮影するために求められる波長帯（６３０～７００
ｎｍ）の透過性が十分でない。さらに、固体撮像素子の機能を阻害させないという層形成
上の制約もあるため、十分な近赤外線カットフィルタ機能を有する光学フィルタが得られ
ていないのが現状である。
【０００７】
　これに対して、特許文献２には、近赤外線吸収色素として、スクアリリウム系色素を使
用することが記載されている。特許文献２に記載されている色素は、従来の近赤外線吸収
色素に比べると、６３０～７００ｎｍの透過率が高いものの、その透過率は十分に高いも
のではなく、また、樹脂に対する溶解性が低いため、近赤外線吸収層を十分に薄型化でき
ない点で問題であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－０５１９８５号公報
【特許文献２】特開２０１２－００８５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、近赤外線遮蔽特性に優れる、すなわち透過スペクトルが可視光領域と近赤外
線領域の境界付近で急峻な傾斜を有することで可視光透過性と近赤外線遮蔽性をともに高
いレベルで備えるとともに、十分な小型化、薄型化ができる近赤外線カットフィルタの提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、以下の構成を有する近赤外線カットフィルタを提供する。
[１]下記式（Ａ１）で示される近赤外線吸収色素（Ａ１）から選択される１種以上を含む
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近赤外線吸収色素（Ａ）と、屈折率が１．４５以上の透明樹脂（Ｂ）とを含有する近赤外
線吸収層を有する近赤外線カットフィルタ。
【化１】

　ただし、式（Ａ１）中の記号は以下のとおりである。
　Ｘは、独立して１つ以上の水素原子が炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基
で置換されていてもよい下記式（１）または式（２）で示される２価の有機基である。
　－（ＣＨ２）ｎ１－　　…（１）
　式（１）中ｎ１は、２または３である。　
　－（ＣＨ２）ｎ２－Ｏ－（ＣＨ２）ｎ３－　　…（２）
　式（２）中、ｎ２とｎ３はそれぞれ独立して０～２の整数であり、ｎ２＋ｎ３は１また
は２である。
　Ｒ１は、独立して飽和環構造を含んでもよく、分岐を有してもよい炭素数１～１２の飽
和もしくは不飽和炭化水素基、炭素数３～１２の飽和環状炭化水素基、炭素数６～１２の
アリール基または炭素数７～１３のアルアリール基を示す。
　Ｒ２およびＲ３は、独立して水素原子、ハロゲン原子、または、炭素数１～１０のアル
キル基もしくはアルコキシ基を示す。
　Ｒ４は、独立して１つ以上の水素原子がハロゲン原子、水酸基、カルボキシ基、スルホ
基、またはシアノ基で置換されていてもよく、炭素原子間に不飽和結合、酸素原子、飽和
もしくは不飽和の環構造を含んでよい、少なくとも１以上の分岐を有する炭素数５～２５
の炭化水素基である。
【００１１】
［２］前記式（Ａ１）中、Ｘが下記式（３）で示される２価の有機基である［１］記載の
近赤外線カットフィルタ。
　－ＣＲ１１

２－（ＣＲ１２
２）ｎ４－　　…（３）

　ただし、式（３）は、左側がベンゼン環に結合し右側がＮに結合する２価の基を示し、
式（３）中、ｎ４は１または２である。
　Ｒ１１はそれぞれ独立して、分岐を有してもよい炭素数１～１２のアルキル基またはア
ルコキシ基であり、Ｒ１２はそれぞれ独立して、水素原子または、分岐を有してもよい炭
素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基である。
［３］前記式（３）において、Ｒ１１はそれぞれ独立して、分岐を有してもよい炭素数１
～６のアルキル基またはアルコキシ基であり、Ｒ１２はそれぞれ独立して、水素原子また
は、分岐を有してもよい炭素数１～６のアルキル基またはアルコキシ基である［２］記載
の近赤外線カットフィルタ。
【００１２】
［４］前記式（Ａ１）中Ｘが下記式（１１－１）～下記式（１２－３）で示される２価の
有機基のいずれかである［１］記載の近赤外線カットフィルタ。
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１１－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－　　…（１１－２）
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　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）－　　…（１１－３）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ２－　　…（１２－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１２－２）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＨ２－　　…（１２－３）
　ただし、式（１１－１）～（１２－３）で示される基は、いずれも左側がベンゼン環に
結合し右側がＮに結合する。
［５］前記式（Ａ１）中、Ｒ４が独立して置換基を有しない下記式（４）で示される炭素
数５～２５の分枝状の炭化水素基である［１］～［４］のいずれかに記載の近赤外線カッ
トフィルタ。
－ＣＨ３－ｍＲ１３

ｍ　　　…（４）
（ただし、式（４）中、ｍは１、２または３であり、Ｒ１３はそれぞれ独立して、炭素原
子間に不飽和結合、酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい直鎖状または
分枝状の炭化水素基（ただし、ｍが１のときは分枝状である。）を示し、かつｍ個のＲ１

３の炭素数の合計は４～２４である。）
［６］前記式（Ａ１）におけるＲ４の炭素数は、独立して６～２０である［１］～［５］
のいずれかに記載の近赤外線カットフィルタ。
【００１３】
［７］前記近赤外線吸収色素（Ａ）を下記（ii－１）および（ii－２）の条件を満たす含
有量で含有する場合に、前記近赤外線吸収層が下記（ii－３）の条件を満たす［１］～［
６］のいずれかに記載の近赤外線カットフィルタ。
（ii－１）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も短い波長λａが
、６７５ｎｍ≦λａ≦７２０ｎｍ
（ii－２）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も長い波長λｂと
前記λａとの関係が、λｂ－λａ＝３０ｎｍ
（ii－３）６５０～８００ｎｍの波長域において前記λａよりも短波長側で透過率が７０
％となる波長λｃと、前記λａと、前記透明樹脂（Ｂ）の屈折率ｎｄ（Ｂ）との関係が、
ｎｄ（Ｂ）×（λａ－λｃ）≦１１５
【００１４】
［８］前記透明樹脂（Ｂ）が、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、エン・チオール樹脂、ポリ
カーボネート樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリエ
ーテルサルホン樹脂、ポリパラフェニレン樹脂、ポリアリーレンエーテルフォスフィンオ
キシド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、環状オレフ
ィン樹脂およびポリエステル樹脂からなる群より選択される少なくとも１種を含む、［１
］～［７］のいずれかに記載の近赤外線カットフィルタ。
［９］前記透明樹脂（Ｂ）１００質量部に対する前記近赤外線吸収色素（Ａ）の割合が０
．１～２０質量部である［１］～［８］のいずれかに記載の近赤外線カットフィルタ。
【００１５】
［１０］前記近赤外線吸収層の片側または両側に、下記（iii－１）および（iii－２）の
特性を有する選択波長遮蔽層を有する［１］～［９］のいずれかに記載の近赤外線カット
フィルタ。
（iii－１）４２０～６９５ｎｍの波長域において透過率が９０％以上
（iii－２）前記近赤外線吸収層の６５０～８００ｎｍの波長域における透過率が１％と
なる最も長い波長λｂから１１００ｎｍまでの波長域において透過率が２％以下
［１１］前記選択波長遮蔽層は、屈折率が１．４５以上１．５５未満の誘電体膜と屈折率
が２．２～２．５の誘電体膜とを交互に積層した誘電体多層膜からなる［１０］に記載の
近赤外線カットフィルタ。
［１２］下記（iv－１）～（iv－３）の条件を満たす［１０］または［１１］記載の近赤
外線カットフィルタ。
（iv－１）４２０～６２０ｎｍの波長域における平均透過率が８０％以上
（iv－２）７１０～１１００ｎｍの波長域における透過率が２％以下
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（iv－３）６００～７００ｎｍの波長域において、主面に直交する方向から入射した光の
透過率が２０％となる波長の値と、主面に直交する線に対して３０度の角度をなす方向か
ら入射した光の透過率が２０％となる波長の値の差が３ｎｍ以下
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の近赤外線カットフィルタは、使用する近赤外線吸収色素が、その光の吸収曲線
において可視光領域と近赤外線領域の境界付近の傾斜が急峻であり、かつ樹脂に対する溶
解性が高いことから、透明樹脂とともに形成される近赤外線吸収層が薄膜であっても、優
れた近赤外線吸収特性を有し、素子を小型化または薄型化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本発明の実施形態に係る近赤外線カットフィルタの一例を概略的に示す断面図
である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態に係る近赤外線カットフィルタの別の一例を概略的に示す断
面図である。
【図１Ｃ】本発明の実施形態に係る近赤外線カットフィルタのさらに別の一例を概略的に
示す断面図である。
【図２】本発明の実施例と比較例における近赤外線吸収層の透過スペクトルを示す図であ
る。
【図３】図２の透過スペクトルの近赤外線波長領域を拡大して示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る近赤外線吸収層と組合せて用いる誘電体多層膜（選択波
長遮蔽層）の透過スペクトルを示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る近赤外線吸収層と組合せて用いる誘電体多層膜（反射防
止層）の透過スペクトルを示す図である。
【図６】本発明の実施例の近赤外線カットフィルタの入射角０度、３０度および４０度の
透過スペクトルにおける近赤外線波長領域を拡大して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明は、下記説明に限定して解釈され
るものではない。
　本発明の近赤外線カットフィルタ（以下、本フィルタという）は、近赤外線吸収色素（
Ａ）と透明樹脂（Ｂ）とを含有する近赤外線吸収層を有する。本発明における近赤外線吸
収層は透明樹脂（Ｂ）を主体とする樹脂層であり、近赤外線吸収色素（Ａ）は該樹脂層中
に分散された状態で存在する。前記色素（Ａ）は、上記式（Ａ１）で示される色素（以下
、色素（Ａ１）と略する）から選択される１種以上を含み、前記透明樹脂（Ｂ）の屈折率
が１．４５以上である。
　ここで、本明細書においては、特に断りのない限り、屈折率とは、２０℃において波長
５８９ｎｍにおける屈折率（以下、ｎｄともいう）をいう。
【００１９】
　本フィルタは、近赤外線吸収層が単独であるいは他の選択波長遮蔽部材と組合せて用い
た際に、良好な近赤外線遮蔽機能を有し、かつ撮像装置の十分な小型化、薄型化、低コス
ト化を達成できる。
　なお、近赤外線吸収層が良好な近赤外線遮蔽機能を有するとは、光の吸収曲線において
可視光領域と近赤外線領域の境界付近（波長６３０～７００ｎｍ）の傾斜が急峻であり、
かつ近赤外線吸収波長域が広く、他の選択波長遮蔽部材と組合せて用いた場合に吸収が十
分でない波長域が出現することが殆どないことをいう。
【００２０】
　近赤外線カットフィルタ（以下、ＮＩＲフィルタという）には、一般に、７００ｎｍ以
上の赤外領域の光を精度よく遮蔽でき、遮蔽する波長域も広く選択できる性能を有する選
択波長遮蔽部材が使用されている。選択波長遮蔽部材としては、屈折率が異なる誘電体膜
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を交互に積層した誘電体多層膜が広く使用されている。誘電体多層膜は、光の入射角によ
り吸収波長がシフトし角度依存性を有する。
【００２１】
　本フィルタにおいては、色素（Ａ）による吸収のため、誘電体多層膜を有しても、角度
依存性による影響を小さくでき、必要な波長域の光を十分に吸収できる。また、透過スペ
クトルにおいて、可視光領域の透過率を高く維持しつつ、可視光領域と近赤外線領域の境
界付近の傾斜が急峻なためスペクトルの傾斜波長領域の透過率を高く維持できる。さらに
、耐熱性の高い色素（Ａ）を使用することで熱信頼性の高いＮＩＲフィルタが得られる。
【００２２】
（近赤外線吸収色素（Ａ１））
　本フィルタに使用する下記式（Ａ１）で示される色素（Ａ１）について説明する。本明
細書において、式（１）で示される基を基（１）と略し、他の基についても同様とする。
【００２３】
【化２】

【００２４】
　ただし、式（Ａ１）中の記号は以下のとおりである。
　Ｘは、独立して１つ以上の水素原子が炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基
で置換されていてもよい下記式（１）または式（２）で示される２価の有機基である。
　－（ＣＨ２）ｎ１－　　…（１）
　式（１）中ｎ１は、２または３である。　
　－（ＣＨ２）ｎ２－Ｏ－（ＣＨ２）ｎ３－　　…（２）
　式（２）中、ｎ２とｎ３はそれぞれ独立して０～２の整数であり、ｎ２＋ｎ３は１また
は２である。
　Ｒ１は、独立して飽和環構造を含んでもよく、分岐を有してもよい炭素数１～１２の飽
和もしくは不飽和炭化水素基、炭素数３～１２の飽和環状炭化水素基、炭素数６～１２の
アリール基または炭素数７～１３のアルアリール基を示す。
　Ｒ２およびＲ３は、独立して水素原子、ハロゲン原子、または、炭素数１～１０のアル
キル基もしくはアルコキシ基を示す。
　Ｒ４は、独立して１つ以上の水素原子がハロゲン原子、水酸基、カルボキシ基、スルホ
基、またはシアノ基で置換されていてもよく、炭素原子間に不飽和結合、酸素原子、飽和
もしくは不飽和の環構造を含んでよい、少なくとも１以上の分岐を有する炭素数５～２５
の炭化水素基である。
【００２５】
　なお、本明細書において、飽和もしくは不飽和の環構造とは、炭化水素環および環構成
原子として酸素原子を有するヘテロ環をいう。さらに、環を構成する炭素原子に炭素数１
～１０のアルキル基が結合した構造もその範疇に含むものとする。
　また、本明細書において、アリール基は芳香族化合物が有する芳香環、例えば、ベンゼ
ン環、ナフタレン環、ビフェニル、フラン環、チオフェン環、ピロール環等を構成する炭
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素原子を介して結合する基をいう。アルアリール基は、１以上のアリール基で置換された
、飽和環構造を含んでもよい直鎖状もしくは分枝状の飽和もしくは不飽和炭化水素基また
は飽和環状炭化水素基をいう。
【００２６】
　色素（Ａ１）は、分子構造の中央にスクアリリウム骨格を有し、スクアリリウム骨格の
左右に各１個のベンゼン環が結合し、その各ベンゼン環は４位で窒素原子と結合し該窒素
原子とベンゼン環の４位と５位の炭素原子を含む複素環が形成された縮合環構造を左右に
１個ずつ有する。さらに、色素（Ａ１）は、左右に各１個のベンゼン環の２位でそれぞれ
－ＮＨＣ（＝Ｏ）Ｒ４と結合する。
【００２７】
　色素（Ａ１）において、左右に１個ずつ存在する縮合環構造を構成するベンゼン環以外
の環の構成は、上記Ｘにより決定され、それぞれ独立して員数が５または６の複素環であ
る。前記複素環の一部を構成する２価の基Ｘは、上記式（１）で示されるように骨格が炭
素原子のみで構成されてもよく、上記式（２）で示されるように炭素原子以外に酸素原子
を含んでもよい。式（２）において、酸素原子の位置は、特に制限されない。すなわち、
窒素原子と酸素原子が結合してもよく、ベンゼン環に酸素原子が直接結合してもよい。ま
た、炭素原子に挟まれるように酸素原子が位置してもよい。
【００２８】
　なお、色素（Ａ１）中、左右のＸは同一であっても異なってもよいが、生産性の観点か
ら同一が好ましい。またＲ１～Ｒ４についても、スクアリリウム骨格を挟んで左右で同一
であっても異なってもよいが、生産性の観点から同一が好ましい。
【００２９】
　色素（Ａ１）は上記構造を有しており、有機溶媒や屈折率１．４５以上の透明樹脂（Ｂ
）に対する溶解性が高い。これにより、近赤外線吸収層が薄膜であっても優れた近赤外線
吸収特性を有し、素子を小型化または薄型化できる。また、透明樹脂（Ｂ）に溶かした場
合に、可視光領域と近赤外線領域の境界付近の光の吸収曲線の傾斜が急峻となる近赤外線
吸収特性を有する。これにより、色素（Ａ１）と透明樹脂（Ｂ）を含有する近赤外線吸収
層は、高い可視光透過率を示し、近赤外線吸収波長域の吸収幅を広く確保できる。
【００３０】
　化合物は一般に有機溶媒への溶解性が高いほど、樹脂への相溶性が高くなる。すなわち
、色素（Ａ１）の有機溶媒への溶解性が高いほど、透明樹脂（Ｂ）への相溶性が高くなる
。その結果、近赤外線吸収層を薄くしても、誘電体多層膜を組み合わせた際に誘電体多層
膜の有する角度依存性を十分に排除できる。さらに、溶媒の選択幅が広がると、コーティ
ング条件の調整が容易になるという製造上の利点を有する。
【００３１】
　色素（Ａ１）は、耐熱性にも優れる。近赤外線吸収層と他の選択波長遮蔽部材とを組合
せて、本フィルタを製造する場合、透明樹脂（Ｂ）の成膜または、選択波長遮蔽層の形成
において熱処理が施される場合がある。色素（Ａ１）は耐熱性を有するため、熱処理によ
る色素（Ａ１）の性能低下はほとんどなく、製造上有利である。それにより、近赤外線吸
収層と組合せて使用する選択波長遮蔽層の種類の自由度が増し、高性能の光学フィルタの
製造が可能となる。
【００３２】
　色素（Ａ１）のＸは、下記式（３）で示される２価の有機基が好ましい。
　－ＣＲ１１

２－（ＣＲ１２
２）ｎ４－　　…（３）

　ただし、式（３）は、左側がベンゼン環に結合し右側がＮに結合する２価の基を示す。
式（３）中、ｎ４は１または２であり、ｎ４は１が好ましい。また、Ｒ１１はそれぞれ独
立して、分岐を有してもよい炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基であり、炭
素数１～６の分岐を有してもよいアルキル基またはアルコキシ基が好ましい。さらに、Ｒ
１２はそれぞれ独立して、水素原子または、分岐を有してもよい炭素数１～１２のアルキ
ル基またはアルコキシ基であり、水素原子または、炭素数１～６の分岐を有してもよいア
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ルキル基またはアルコキシ基が好ましい。
【００３３】
　式（Ａ１）におけるＸとしては、下記式（１１－１）～（１２－３）で示される２価の
有機基のいずれかであることが特に好ましい。ただし、式（１１－１）～（１２－３）は
、左側がベンゼン環に結合し右側がＮに結合する２価の基を示す。
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１１－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－　　…（１１－２）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）－　　…（１１－３）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ２－　　…（１２－１）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－　　…（１２－２）
　－Ｃ（ＣＨ３）２－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＨ２－　　…（１２－３）
【００３４】
　これらのうちでも、式（Ａ１）におけるＸとしては、基（１１－１）～（１１－３）の
いずれかが好ましく、基（１１－１）がより好ましい。
　以下に、Ｘが左右ともに基（１１－１）である色素（Ａ１１）および、基（１２－１）
である色素（Ａ１２）の構造式を示す。なお、色素（Ａ１１）、（Ａ１２）中、Ｒ１～Ｒ
４は色素（Ａ１）におけるのと同じ意味である。
【００３５】
【化３】

【００３６】
【化４】

【００３７】
　色素（Ａ１）中、Ｒ１は、耐熱性と信頼性向上の観点から、独立して分岐を有してもよ
い炭素数１～１２のアルキル基またはアルコキシ基が好ましく、分岐を有してもよい炭素
数１～６のアルキル基またはアルコキシ基がより好ましい。透明樹脂への溶解性を高める
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ため、分岐を有する炭素数１～６のアルキル基がさらに好ましい。
　また、色素（Ａ１）中、Ｒ２およびＲ３は、独立して、水素原子、ハロゲン原子または
、炭素数１～６のアルキル基もしくはアルコキシ基が好ましい。Ｒ２およびＲ３は、いず
れも水素原子がより好ましい。
【００３８】
　色素（Ａ１）中のＲ４は、下記式（４）で示される炭素数５～２５の分枝状の炭化水素
基が好ましい。
－ＣＨ３－ｍＲ１３

ｍ　　　…（４）
　ただし、式（４）中、ｍは１、２または３であり、Ｒ１３はそれぞれ独立して、炭素原
子間に不飽和結合、酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい直鎖状または
分枝状の炭化水素基（ただし、ｍが１のときは分枝状である。）を示し、かつｍ個のＲ１

３の炭素数の合計は４～２４である。透明樹脂への溶解性の観点から、ｍは２または３が
好ましい。
【００３９】
　Ｒ１３が有してもよい飽和環構造としては、炭素数４～１４の環状エーテル、シクロア
ルカン、アダマンタン環、ジアダマンタン環等が挙げられる。また、不飽和環構造として
はベンゼン、トルエン、キシレン、フラン、ベンゾフラン等が挙げられる。環構造を有す
る場合、Ｒ１３の炭素数は環の炭素数を含む数で示される。
【００４０】
　また、Ｒ４は、有機溶媒および透明樹脂（Ｂ）への溶解性の観点から独立して置換基を
有しない炭素数６～２０の分枝状の炭化水素基が好ましい。Ｒ４の炭素数はより好ましく
は６～１７であり、さらに好ましいのは６～１４である。
【００４１】
　Ｒ４が、ｍ＝１の基（４）である場合、Ｒ１３は炭素原子間に不飽和結合、酸素原子、
飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい炭素数４～２４の分枝状の炭化水素基である
。Ｒ１３は酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい飽和炭化水素基が好ま
しい。Ｒ１３の炭素数は、有機溶媒および透明樹脂（Ｂ）への溶解性向上の観点から、５
～１９が好ましく、５～１６がより好ましく、５～１３が特に好ましい。
【００４２】
　ｍが１の場合の分枝状のＲ１３（以下、必要に応じて分枝状のＲ１３を「Ｒ１３ｂ」と
記す。）として、具体的には、主鎖の炭素数が４～２３であり、側鎖に１～５個のメチル
基またはエチル基、好ましくはメチル基を有するＲ１３ｂが挙げられる。側鎖の数は、末
端以外は１個の炭素原子につき１個が好ましい。Ｒ１３ｂの末端は－Ｃ（ＣＨ３）３が好
ましい。Ｒ１３ｂとしては、１－メチルプロピル基、２－メチルプロピル基、１，１－ジ
メチルエチル基、１－メチルブチル基、２－メチルブチル基、１，３，３－トリメチルブ
チル基、１，２，２－トリメチルブチル基、３，５，５－トリメチルヘキシル基等が好ま
しい。これらのなかでも、１，３，３－トリメチルブチル基、２－メチルプロピル基がよ
り好ましく、２－メチルプロピル基が特に好ましい。
【００４３】
　Ｒ１３ｂが酸素原子や飽和もしくは不飽和の環構造を含む基として、具体的には、上に
例示したＲ１３ｂの主鎖の炭素原子間に酸素原子または環構造を含む基、主鎖の炭素原子
間に酸素原子および環構造の両方を含む基等が挙げられる。Ｒ１３ｂが酸素原子および環
構造を共に有する場合、それぞれが別の炭素原子間に存在してもよく、例えば、－Ｏ－Ｐ
ｈ－（ただし、Ｐｈはベンゼン環を示す。）のように連続して存在してもよい。
【００４４】
　Ｒ４が、ｍ＝２の基（４）である場合、２個のＲ１３は、それぞれ独立して、不飽和結
合、酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい炭素数１～２３の直鎖状また
は分枝状の炭化水素基であり、２個のＲ１３の合計炭素数は４～２４である。Ｒ１３は、
酸素原子、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい飽和炭化水素基が好ましく、その
炭素数は、１～１８が好ましく、１～１０がより好ましい。２個のＲ１３の合計炭素数は
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５～１９が好ましく、５～１６がより好ましく、５～１３が特に好ましい。
【００４５】
　基（４）において、ｍが２の場合、具体的には、２個のＲ１３がいずれも直鎖状の飽和
炭化水素基である下記式（３１－ａ）で示される基（３１－ａ）、一方が直鎖状であり他
方が分枝状のいずれも飽和炭化水素基である基（３１－ｂ）、両方が分枝状の飽和炭化水
素基である基（３１－ｃ）が挙げられる。いずれの場合も、ｍが１の場合に説明したのと
同様に炭素原子間に酸素原子や飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい。
【００４６】
【化５】

【００４７】
　式（３１－ａ）中、ｋ１、ｋ２は独立して０～２２であり、ｋ１＋ｋ２＝２～２２であ
る。ｋ１、ｋ２は同じであっても異なってもよい。ｋ１、ｋ２はそれぞれ０～１４が好ま
しく、１～１０がより好ましい。また、ｋ１＋ｋ２＝３～１４が好ましく、３～１０がよ
り好ましい。
【００４８】
　基（３１－ｂ）としては、一方のＲ１３が直鎖状であって－（ＣＨ２）ｋ３－ＣＨ３（
ｋ３＝０～２０）で示され、他方のＲ１３が分枝状であって、その炭素数が３～２３であ
り、２個のＲ１３の炭素数の合計が４～２４の基が挙げられる。
【００４９】
　基（３１－ｂ）において、直鎖状のＲ１３を示す－（ＣＨ２）ｋ３－ＣＨ３の、ｋ３は
１～１０が好ましく、２～８がより好ましい。
　分枝状のＲ１３ｂとしては、例えば、主鎖の炭素数が２～７であり、側鎖に１～５個の
メチル基またはエチル基、好ましくはメチル基を有するＲ１３ｂが挙げられる。側鎖の数
は、末端以外は１個の炭素原子につき１個が好ましい。Ｒ１３ｂの末端は－Ｃ（ＣＨ３）

３が好ましい。Ｒ１３ｂとして具体的には、１－メチルエチル基、１－メチルプロピル基
、２－メチルプロピル基、１，１－ジメチルエチル基、１－メチルブチル基、２－メチル
ブチル基、１，３，３－トリメチルブチル基、１，２，２－トリメチルブチル基、３，５
，５－トリメチルヘキシル基等が好ましい。
【００５０】
　基（３１－ｂ）における、直鎖状のＲ１３と分枝状のＲ１３ｂの好ましい組み合わせと
しては、－（ＣＨ２）ｋ３－ＣＨ３（ｋ３＝１～１０）と、３，５，５－トリメチルヘキ
シル基および１，３，３－トリメチルブチル基から選ばれる１種との組み合わせが挙げら
れる。
【００５１】
　基（３１－ｃ）としては、基（３１－ｂ）で上に説明した分枝状のＲ１３ｂを２個有す
る基が挙げられる。２個のＲ１３ｂの好ましい組み合わせとしては、１－メチルブチル基
、２－メチルブチル基、１，３，３－トリメチルブチル基および３，５，５－トリメチル
ヘキシル基から選ばれる２種の組み合わせが挙げられる。
【００５２】
　Ｒ４が、ｍ＝３の基（４）である場合、３個のＲ１３は、それぞれ独立して、酸素原子
、飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい、炭素数１～２２の直鎖状または分枝状の
飽和炭化水素基であって、３個のＲ１３の合計炭素数が４～２４である。この場合、Ｒ１

３の炭素数は１～１４が好ましく、３個のＲ１３の合計炭素数が５～１８であることが好
ましい。
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　基（４）において、ｍが３の場合、具体的には、３個のＲ１３がいずれも直鎖状の飽和
炭化水素基である下記式（３２－ａ）で示される基（３２－ａ）、２個が直鎖状であり１
個が分枝状のいずれも飽和炭化水素基である基（３２－ｂ）、１個が直鎖状であり２個が
分枝状のいずれも飽和炭化水素基である基（３２－ｃ）、３個が分枝状の飽和炭化水素基
である基（３２－ｄ）が挙げられる。いずれの場合も、ｍが１の場合に説明したのと同様
に炭素原子間に酸素原子や飽和もしくは不飽和の環構造を含んでもよい。
【００５４】
【化６】

【００５５】
　式（３２－ａ）中、ｋ４～ｋ６は独立して０～２１であり、ｋ４＋ｋ５＋ｋ６＝１～２
１である。ｋ４～ｋ６は同じであっても異なってもよい。ｋ５およびｋ６がいずれも０の
場合、有機溶媒および樹脂への溶解性を高めるため、ｋ４は２～２１が好ましい。また、
ｋ５およびｋ６がいずれも１以上の場合、有機溶媒および樹脂への溶解性を高めるため、
ｋ４は１～１０で、かつｋ４≠ｋ５≠ｋ６として、対称性を低くすることが好ましい。
【００５６】
　基（３２－ａ）としては、ｋ５およびｋ６がいずれも０でありｋ４が２～１３である基
が好ましい。また、その場合の－（ＣＨ２）ｋ４－ＣＨ３は、末端が－ＣＨ３の代わりに
－Ｏ－Ｐｈ（ＣＨ３）－ＣＨ３である基であってもよい。
【００５７】
　基（３２－ｂ）、基（３２－ｃ）における直鎖状のＲ１３は、基（３２－ａ）における
－（ＣＨ２）ｋ４－ＣＨ３（ｋ４＝０～１９）と同様とできる。基（３２－ｂ）、基（３
２－ｃ）、基（３２－ｄ）における分枝状のＲ３１ｂとしては、基（３１－ｂ）で上に説
明した分枝状のＲ３１ｂと同様にできる。
【００５８】
　色素（Ａ１）中のＲ４としては、基（４）のうちでも、ｍ＝１の基として下記式（１ａ
）、（１ｂ）で示される基が、ｍ＝２の基として下記式（２ａ）～（２ｅ）で示される基
が、ｍ＝３の基として下記式（３ａ）～（３ｅ）で示される基が好ましい。これらのなか
でも、基（１ｂ）、（２ａ）～（２ｅ）、（３ｂ）が特に好ましい。
【００５９】
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【化８】

【００６０】
　色素（Ａ１）は、従来公知の方法、例えば、米国特許第５,５４３,０８６号明細書に記
載された方法で製造可能である。具体的には、色素（Ａ１）は、３，４－ジヒドロキシ－
３－シクロブテン－１，２－ジオン（以下、スクアリン酸ともいう）と、スクアリン酸と
結合して式（Ａ１）に示す構造を形成可能な縮合環を有する化合物とを反応させることで
製造できる。例えば、色素（Ａ１）が左右対称の構造である場合には、スクアリン酸１当
量に対して上記範囲で所望の構造の縮合環を有する化合物２当量を反応させればよい。
【００６１】
　以下に、具体例として、色素（Ａ１１）を得る際の反応経路を示す。下記反応式（Ｆ１
）においてスクアリン酸を（ｓ）で示す。反応式（Ｆ１）によれば、インドール骨格に所
望の置換基（Ｒ１～Ｒ３）を有する化合物（ｄ）の、ベンゼン環にアミノ基を導入し（ｆ
）、さらに所望の置換基Ｒ４を有するカルボン酸塩化物（ｇ）を反応させてアミド化合物
（ｈ）を得る。スクアリン酸（ｓ）１当量に対し、アミド化合物（ｈ）２当量を反応させ
て、色素（Ａ１１）を得る。
【００６２】
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【化９】

　反応式（Ｆ１）中、Ｒ１～Ｒ４は、式（Ａ１）におけるのと同じ意味であり、Ｍｅはメ
チル基、ＴＨＦはテトラヒドロフランを示す。以下、本明細書中、Ｍｅ、ＴＨＦは前記と
同じ意味で用いられる。
【００６３】
　本発明においては、色素（Ａ１）として、上記式（Ａ１）で表される色素から選ばれる
１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。また、近赤外線域において光の
吸収曲線の急峻性の効果を損なわない範囲であれば、必要に応じて色素（Ａ１）とともに
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、それ以外の近赤外吸収色素を用いることも可能である。色素（Ａ）は、実質的に、色素
（Ａ１）のみで構成されることが好ましく、色素（Ａ１）の１種を単独で使用することが
より好ましい。
【００６４】
（透明樹脂（Ｂ））
　本フィルタに使用する近赤外線吸収層は、前記色素（Ａ）と屈折率１．４５以上の透明
樹脂（Ｂ）とを含有する。透明樹脂（Ｂ）の屈折率は、１．５以上が好ましく、１．６以
上がより好ましい。透明樹脂（Ｂ）の屈折率の上限は特にないが、入手のしやすさ等から
１．７２程度が挙げられる。
【００６５】
　また、透明樹脂（Ｂ）のガラス転移温度（Ｔｇ）は、０～３８０℃が好ましく、４０～
３７０℃がより好ましく、１００℃～３６０℃がさらに好ましい。透明樹脂（Ｂ）のガラ
ス転移温度（Ｔｇ）が上記範囲内であれば、上記範囲では熱による劣化や変形が抑制でき
る。
【００６６】
　透明樹脂（Ｂ）としては、屈折率が１．４５以上の透明樹脂であれば、特に制限されな
い。具体的には、屈折率が１．４５以上のアクリル樹脂、エポキシ樹脂、エン・チオール
樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリサルホン樹
脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリパラフェニレン樹脂、ポリアリーレンエーテルフォ
スフィンオキシド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、
環状オレフィン樹脂、ポリエステル樹脂が挙げられる。透明樹脂全体として屈折率が１．
４５以上であれば、これらの樹脂から１種を単独で使用してもよく、２種以上を混合して
使用してもよい。
【００６７】
　上記のなかでも、色素（Ａ１）の透明樹脂（Ｂ）に対する溶解性と透明性の観点から、
透明樹脂は、アクリル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹
脂、エン・チオール樹脂、エポキシ樹脂、または環状オレフィン樹脂が好ましい。ポリエ
ステル樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエチレンナフタレート樹脂
等が好ましい。透明樹脂は、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、
または環状オレフィン樹脂がより好ましい。また、耐熱性が求められる用途ではＴｇが高
いポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂が好ましい。
【００６８】
　透明樹脂（Ｂ）は、屈折率が１．４５以上であれば、複数の異なるポリマーを組み合わ
せたポリマーアロイであってもよい。
【００６９】
　透明樹脂（Ｂ）は、原料成分の分子構造を調整する等により、屈折率を上記範囲に調整
して使用できる。具体的には、原料成分のポリマーの主鎖や側鎖に特定の構造を有するこ
とが挙げられる。ポリマー内に有する構造は特に限定されないが、例えば、下記式（Ｂ１
）で示されるフルオレン骨格が挙げられる。なお、フルオレン骨格のうちでも、より高い
屈折率および耐熱性が得られる点で、下記式（Ｂ２）で示される９，９－ビスフェニルフ
ルオレン骨格が好ましい。
【００７０】
　透明樹脂（Ｂ）としては市販品を用いてもよい。透明樹脂（Ｂ）は、屈折率１．４５以
上であり、１００℃以上の蒸着温度で行う高温蒸着により誘電体多層膜を形成する際、樹
脂の熱劣化、変形が伴わない樹脂が好ましい。また、１５０℃以上の加工成形で色素の劣
化が生じない樹脂が好ましい。このような、アクリル樹脂として、具体的にはオグソール
ＥＡ－Ｆ５００３（商品名、大阪ガスケミカル社製、屈折率：１．６０）を硬化させた樹
脂や、ＢＲ５０（屈折率：１．５６）およびＢＲ５２（商品名、三菱レーヨン社製）のよ
うな熱可塑性アクリル樹脂が挙げられる。
【００７１】
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　また、ポリエステル樹脂の市販品としては、ＯＫＰＨ４ＨＴ（屈折率：１．６４）、Ｏ
ＫＰＨ４（屈折率：１．６１）、Ｂ－ＯＫＰ２（屈折率：１．６４）、いずれも大坂ガス
ケミカル社製やバイロン１０３（東洋紡社製、屈折率：１．５５）、ポリカーボネート樹
脂としてＬｅＸａｎＭＬ９１０３(ｓａｂｉｃ社製、屈折率１．５９）、ＳＰ３８１０（
帝人化成社製、屈折率１．６３）、ＳＰ１５１６（帝人化成社製、屈折率１．６０）、Ｔ
Ｓ２０２０（帝人化成社製、屈折率１．５９）、ＥＰ５０００（三菱ガス化学社製、屈折
率１．６３）、パンライトＡＭ－８シリーズ（帝人化成社製）が挙げられる。ポリマーア
ロイとしてはポリカーボネートとポリエステルのアロイとしてｘｙｌｅｘ　７５０７（ｓ
ａｂｉｃ社製)が挙げられる。
【００７２】
　またＴｇが高い環状オレフィンポリマーを用いてもよい。市販品としてはＡＲＴＯＮ（
商品名、ＪＳＲ社製、屈折率１．５１、Ｔｇ１６５℃）、ＺＥＯＮＥＸ(商品名、日本ゼ
オン社製、屈折率１．５３、Ｔｇ１３８℃)が挙げられる。
【００７３】

【化１０】

【００７４】
　前記フルオレン骨格や９，９－ビスフェニルフルオレン骨格を有する樹脂としては、ア
クリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエーテル樹脂およびポリエステル樹脂が好まし
い。また、共重合により、上記フルオレン骨格をこれらの樹脂に含有させてもよい。耐熱
性、入手の容易さ、透明性の観点からポリカーボネート樹脂およびポリエステル樹脂が特
に好ましい。
【００７５】
　フルオレン骨格を有するアクリル樹脂としては、例えば、少なくとも、９，９－ビスフ
ェニルフルオレンの２個のフェニル基に、末端に（メタ）アクリロイル基を有する置換基
を各１個導入した９，９－ビスフェニルフルオレン誘導体を含む原料成分を重合させて得
られるアクリル樹脂が挙げられる。なお、本明細書における「（メタ）アクリロイル…」
とは、「メタクリロイル…」と「アクリロイル…」の総称である。
【００７６】
　また、前記（メタ）アクリロイル基を有する９，９－ビスフェニルフルオレン誘導体に
水酸基を導入した化合物と、ウレタン（メタ）アクリレート化合物を重合させて得られる
アクリル樹脂を用いてもよい。ウレタン（メタ）アクリレート化合物としては、水酸基を
有する（メタ）アクリレート化合物とポリイソシアネート化合物の反応生成物として得ら
れる化合物や、水酸基を有する（メタ）アクリレート化合物とポリイソシアネート化合物
とポリオール化合物の反応生成物として得られる化合物が挙げられる。
【００７７】
　フルオレン骨格が導入されたポリエステル樹脂としては、例えば、下記式（Ｂ２－１)
に示される９，９－ビスフェニルフルオレン誘導体が芳香族ジオールとして導入されたポ
リエステル樹脂が挙げられる。この場合、上記芳香族ジオールと反応させるジカルボン酸
の種類は特に制限されない。このようなポリエステル樹脂は、屈折率値や可視光領域にお
ける透明性の点から透明樹脂（Ｂ）として好適に用いられる。
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【００７８】
【化１１】

（ただし、式（Ｂ２－１)中、Ｒ４１は炭素数が２～４のアルキレン基、Ｒ４２、Ｒ４３

、Ｒ４４およびＲ４５は、各々独立に水素原子、炭素数が１～７の飽和炭化水素基、また
は炭素数が６～７のアリール基を表す。）
【００７９】
（近赤外線吸収層）
　本フィルタが有する近赤外線吸収層は、色素（Ａ）と屈折率が１．４５以上の透明樹脂
（Ｂ）を含有する層であり、色素（Ａ）は、１以上の色素（Ａ１）を含有する。
【００８０】
　本フィルタが有する好ましい近赤外線吸収層は、下記条件を満たす色素（Ａ）と透明樹
脂（Ｂ）を含有する。すなわち、近赤外線吸収層において、色素（Ａ）を下記条件（ii－
１）および（ii－２）を満たす量で含有した場合に、前記近赤外線吸収層の透過率が、下
記条件（ii－３）を満たすことが好ましい。
（ii－１）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も短い波長λａが
、６７５ｎｍ≦λａ≦７２０ｎｍ
（ii－２）６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も長い波長λｂと
前記λａとの関係が、λｂ－λａ＝３０ｎｍ
（ii－３）６５０～８００ｎｍの波長域において前記λａよりも短波長側で透過率が７０
％となる波長λｃと、上記λａと、上記透明樹脂（Ｂ）の屈折率ｎｄ（Ｂ）との関係が、
ｎｄ（Ｂ）×（λａ－λｃ）≦１１５
【００８１】
　なお、上記（ii－１）におけるλａの波長範囲は、６８０ｎｍ≦λａ≦７２０ｎｍが好
ましい。
【００８２】
　また、近赤外線吸収層の透過率は、紫外可視分光光度計を用いて測定できる。例えば、
ガラス基板上に近赤外線吸収層を有する場合、前記透過率は、ガラス基板のみの透過率を
減じて算出する。なお、近赤外線吸収層の光の透過率は、特に断りのない限り、検体の主
面に直交する方向から入射した光に対してその光が検体内部を直進して反対側に透過した
割合をいう。また、光の透過率の測定において検体の主面に直交する方向以外の方向から
光を入射させて透過率を測定する場合、主面に直交する線に対して光が入射する方向を示
す直線のなす角度を入射角という。
【００８３】
　色素（Ａ）を条件（ii－１）および（ii－２）を満たす量で含有するように近赤外線吸
収層を作製した場合に、該層に条件（ii－３）を満足させることができる色素（Ａ）が、
ＮＩＲフィルタに好適な色素である。すなわち、上記条件を満たす色素（Ａ）を含有する
近赤外線吸収層と選択波長遮蔽部材、特に、誘電体多層膜とを組合せて使用すれば、誘電
体多層膜の有する角度依存性を十分に排除できるため好ましい。また、デジタルスチルカ
メラやデジタルビデオ等のＮＩＲフィルタとして用いた場合に、近赤外線波長領域の光を
遮蔽しつつ可視光波長域の光の利用効率を向上できるため好ましい。そのため、暗部撮像
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でのノイズ抑制の点で有利となる。
【００８４】
　条件（ii－３）において、ｎｄ（Ｂ）×（λａ－λｃ）により算出される値（以下、こ
の値を「Ｉｓ値」と示すこともある。）は、近赤外線吸収層の透過スペクトルについて、
可視光領域と近赤外線領域の境界付近おける吸収曲線の急峻性を示す指標となる値である
。この値が１１５以下であれば、近赤外線吸収層について可視光領域と近赤外線領域の境
界付近の吸収曲線は急峻であり、ＮＩＲフィルタに好適といえる。
【００８５】
　すなわち、近赤外線吸収層の透過スペクトルについて、６５０～８００ｎｍにおいて透
過率が１％となる最も短い波長λａと、λａよりも短波長側で透過率が７０％となる波長
λｃとの差（λａ－λｃ）が小さくなるほど、可視光領域と近赤外線領域の境界付近の吸
収曲線は急峻になる。ここで、λａ－λｃは、透過率が１％以下の波長幅（λｂ－λａ；
λｂは６５０～８００ｎｍの波長域において透過率が１％となる最も長い波長）にも依存
する。そのため、近赤外線吸収層の透過スペクトルの上記領域の吸収曲線の急峻性を比較
評価するために、λｂ－λａを３０ｎｍと固定している。すなわち、本フィルタが有する
近赤外線吸収層のλｂ－λａは３０ｎｍに限定されない。
【００８６】
　また、Ｉｓ値においては、近赤外線吸収層が含有する透明樹脂（Ｂ）の屈折率ｎｄ（Ｂ
）を係数として（λａ－λｃ）に掛けている。これは、樹脂間の急峻性の違いを規格化す
るためである。
【００８７】
　図２および図３により近赤外線吸収層の透過スペクトルを具体的に説明する。図２の実
線は、実施例（例７）の色素（Ａ１１－７）とポリエステル樹脂（屈折率１．６４）から
なる近赤外線吸収層の波長域３４０～８００ｎｍの透過スペクトルを示す。図３の実線は
、図２に示す透過スペクトルの６００～７４０ｎｍの拡大図である。図２および図３に示
されるように、該近赤外線吸収層の透過スペクトルにおいて、６５０～８００ｎｍの波長
域で透過率が１％となる最も短い波長λａ－７（例７の場合のλａをλａ－７と示す。以
下、λｂ、λｃ、Ｉｓについても同様である。）は７００ｎｍであり、該透過スペクトル
において６５０～８００ｎｍの波長域で透過率が１％となる最も長い波長λｂ－７は７３
０ｎｍであり、その差λｂ－７－λａ－７は３０ｎｍである。また、λａ－７よりも短波
長側で透過率が７０％となる波長λｃ－７は６３６ｎｍであり、その差λａ－７－λｃ－

７は６４ｎｍであり、これと上記屈折率（ｎｄ（Ｂ））１．６４から算出されるＩｓ－７

値は、１０５．０である。
【００８８】
　一方、図２および図３において、破線は比較例（例７６）の色素（Ａ１１－２０）とポ
リエステル樹脂（屈折率１．６４）からなる近赤外線吸収層の透過スペクトルを示す。こ
の場合、λａ－７６が６９４ｎｍ、λｂ－７６が７２４ｎｍ、λｃ－７６が６１９ｎｍで
あり、λｂ－７６－λａ－７６＝３０ｎｍ、λａ－７６－λｃ－７６＝７５ｎｍであって
、Ｉｓ－７６値は、１２３．０である。
【００８９】
　条件（ii－３）において、近赤外線吸収層の透過スペクトルについて可視光領域と近赤
外線領域の境界付近における光の吸収曲線の傾斜の急峻性を高めるため、ｎｄ（Ｂ）×（
λａ－λｃ）は、１１０以下がより好ましい。
【００９０】
　近赤外線吸収層の膜厚は、特に限定されるものではなく、用途、すなわち使用する装置
内の配置スペースや要求される吸収特性等に応じて適宜定められる。前記膜厚は、０．１
～１００μｍが好ましい。膜厚が０．１μｍ未満では、近赤外線吸収能を十分に発現でき
ないおそれがある。また、膜厚が１００μｍ超では膜の平坦性が低下し、吸収率のバラツ
キが生じるおそれがある。膜厚は、０．５～５０μｍがより好ましい。この範囲にあれば
、十分な近赤外線吸収能と膜厚の平坦性を両立できる。
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【００９１】
　色素（Ａ）の透明樹脂（Ｂ）に対する溶解性が高いほど、近赤外線吸収層を薄くしても
所望の光学特性を維持できる。すなわち、溶解性が高いほど近赤外線吸収層の膜厚の設計
自由度が高まる。ここで、色素（Ａ１）は、透明樹脂（Ｂ）に対する溶解性が高いため、
色素（Ａ１）の含有量が大きくなると、色素（Ａ）の透明樹脂（Ｂ）への溶解性が高くな
る。近赤外線吸収層における色素（Ａ１）の含有量は、透明樹脂（Ｂ）１００質量部に対
して、０．１～２０質量部が好ましく、１～１５質量部がより好ましい。
【００９２】
　近赤外線吸収層は、色素（Ａ）および透明樹脂（Ｂ）以外に、本発明の効果を阻害しな
い範囲で必要に応じて、通常、近赤外線吸収層が含有する各種任意成分を含有してもよい
。任意成分として、具体的には、近赤外線ないし赤外線吸収剤、色調補正色素、紫外線吸
収剤、レベリング剤、帯電防止剤、熱安定剤、光安定剤、酸化防止剤、分散剤、難燃剤、
滑剤、可塑剤等が挙げられる。近赤外線吸収層における、これら任意成分の含有量は、透
明樹脂（Ｂ）１００質量部に対して、それぞれ１５質量部以下が好ましい。より好ましく
は０．０１～１０質量部、さらに好ましくは０．０５～５質量部である。
【００９３】
　前記光安定化剤は、光による色素や透明樹脂の劣化を抑制する機能を有する材料からな
り、上記近赤外線吸収層において色素（Ａ）や透明樹脂（Ｂ）の劣化を抑制するために含
有することが好ましい任意成分である。光安定化剤として、具体的には、重金属不活性剤
、紫外線吸収剤、およびクエンチャー等が挙げられる。
【００９４】
　前記重金属不活性剤とは、金属イオンをキレートで安定化し、光照射による前記金属イ
オンからのラジカルの生成を抑制する材料である。上記近赤外線吸収層において、例えば
、透明樹脂（Ｂ）とともに持ち込まれる金属イオンからラジカルが生成すればこれにより
色素（Ａ）や透明樹脂（Ｂ）が劣化されるおそれがあり、該劣化を抑制するために前記重
金属不活性剤は任意成分として含有される。重金属不活性剤として、具体的には、ヒドラ
ジド系、アミド系の化合物が挙げられる。
【００９５】
　前記紫外線吸収剤は、最大吸収波長が４００ｎｍ以下の紫外線領域にあり、熱や光に対
して安定な材料が好ましい。一般に、樹脂や有機化合物の色素は、紫外線によって劣化し
やすい。そのため、色素（Ａ）や透明樹脂（Ｂ）の紫外線による劣化を抑制する観点から
、上記近赤外線吸収層において紫外線吸収剤の含有は好ましい。紫外線吸収剤としては、
例えば、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、サリシレート系、シアノアクリレー
ト系、トリアジン系、オキザニリド系、ニッケル錯塩系、または無機系の化合物が好まし
く挙げられる。前記無機系の紫外線吸収剤としては、例えば、酸化亜鉛、酸化チタン、酸
化セリウム、酸化ジルコニウム、マイカ、カオリン、セリサイト等の微粒子が挙げられる
。
【００９６】
　前記ベンゾトリアゾール系の化合物としては、ＴＩＮＵＶＩＮ　９２８（Ｃｉｂａ社製
）等が挙げられる。
　前記トリアジン系の化合物としては、例えば、ＴＩＮＵＶＩＮ　４００（Ｃｉｂａ社製
）、ＴＩＮＵＶＩＮ　４０５（Ｃｉｂａ社製）、ＴＩＮＵＶＩＮ　４６０（Ｃｉｂａ社製
）、または、ＴＩＮＵＶＩＮ　４７９（Ｃｉｂａ社製）が挙げられる。
【００９７】
　前記クエンチャーは、光照射により生じる１重項酸素を補足する化合物であり、有機金
属錯体やアミン系化合物等が挙げられる。上記近赤外線吸収層がクエンチャーを含有すれ
ば、1重項酸素による色素（Ａ）や透明樹脂（Ｂ）の劣化を抑制できるため好ましい。
　前記クエンチャーの有機金属錯体としては、ニッケル錯体化合物、銅錯体化合物コバル
ト錯体化合物および亜鉛錯体化合物等が挙げられる。
　ニッケル錯体化合物としては、例えば、ニッケルビス（オクチルフェニル）サルファイ
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ド、ニッケルコンプレクス－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルリ
ン酸モノエチラート、ニッケルジブチルジチオカーバメートが挙げられる。
　亜鉛錯体化合物としては、例えば、Ｚｎ（II）ビス（ジイソプロプルジチオカルバメー
ト）が挙げられる。
【００９８】
　前記クエンチャーの有機金属錯体としては、下記式（Ｘ１）で示されるベンゼンジチオ
ールの金属錯体が好ましく挙げられる。
【００９９】
【化１２】

【０１００】
　上記式（Ｘ１）において、Ｍは遷移金属であり、Ａ＋は第４級アンモニウムカチオン、
もしくは第４級ホスホニウムカチオンであり、Ｒ５１～Ｒ５８はそれぞれ独立に水素原子
、ハロゲン原子、炭素数１～６のアルキル基または－ＳＯ２Ｒ６である。
　遷移金属としては、例えば、ニッケル、コバルト、銅が挙げられる。
　Ａ＋の第４級アンモニウムカチオンとしては、テトラエチルアンモニウムカチオンおよ
びテトラブチルアンモニウムカチオン等が挙げられる。Ａ＋の第４級ホスホニウムカチオ
ンとしては、テトラエチルホスホニウムカチオン、テトラブチルホスホニウムカチオン等
が挙げられる。
　前記－ＳＯ２Ｒ６のＲ６としては、下記式（Ｙ１）～（Ｙ７）で示される１価の基、お
よびフェニル基から選ばれる基が挙げられる。
【０１０１】
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【０１０２】
　上記式（Ｙ１）～（Ｙ７）において、Ｒ６１はそれぞれ独立に炭素数１～４のアルキル
基、炭素数６～１０のアリール基、またはヘテロ原子として窒素原子を含む環員数５～７
の１価複素環基（ピリミジル基等）である。ｎは、３～５の整数である。Ｚは、酸素原子
、硫黄原子またはＮＨ基である。なお、式（Ｙ２）を除いて、シクロ環における炭素原子
に結合する水素原子については記載を省略した。
【０１０３】
　上記式（Ｘ１）で示されるベンゼンチオールの金属錯体としては、具体的には下記表１
で表される化合物が挙げられる。
【０１０４】
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【０１０５】
　なお、表１中の式（Ｙ０１）～（Ｙ６１）は、それぞれ下記式（Ｙ０１）～（Ｙ６１）
で示される基を示す。
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【０１０６】
　前記クエンチャーのアミン系化合物としては、下記式（Ｘ２）または下記式（Ｘ３）で
表されるビスイミウム塩が挙げられる。
【０１０７】
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【化１５】

　上記式（Ｘ２）、（Ｘ３）において、Ｒ８はそれぞれ独立に炭素数１～１０の分岐を有
してもよいアルキル基を示し、Ｑ１２－は２価のアニオンをＱ２－は１価のアニオンをそ
れぞれ示す。
【０１０８】
　その他のクエンチャーとして機能する化合物としては下記式（Ｘ４）で表されるニトロ
ソ化合物が挙げられる。

【化１６】

　上記式（Ｘ４）において、Ｒ９はそれぞれ独立に炭素数１～４のアルキル基を示す。
【０１０９】
　上記近赤外線ないし赤外線吸収剤としては、色素（Ａ１)による近赤外線域における光
の吸収曲線の急峻性の効果を損なわないものが使用される。このような近赤外線ないし赤
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外線吸収剤として、無機微粒子が好ましく使用でき、具体的には、ＩＴＯ（Indium Tin O
xides）、ＡＴＯ（Antimony-doped Tin Oxides）、タングステン酸セシウム、ホウ化ラン
タンなどが挙げられる。なかでも、ＩＴＯ微粒子、タングステン酸セシウム微粒子は、可
視波長領域の光の透過率が高く、かつ１２００ｎｍを超える赤外波長領域も含めた広範囲
の光吸収性を有するため、赤外波長領域の光の遮蔽性を必要とする場合に特に好ましい。
【０１１０】
　上記無機微粒子の数平均凝集粒子径は、散乱を抑制し、透明性を維持する点から、５～
２００ｎｍが好ましく、５～１００ｎｍがより好ましく、５～７０ｎｍがさらに好ましい
。ここで、本明細書において、数平均凝集粒子径とは、検体微粒子を水、アルコール等の
分散媒に分散させた粒子径測定用分散液について、動的光散乱式粒度分布測定装置を用い
て測定した値をいう。
【０１１１】
　また、近赤外線吸収層は、以下に説明する近赤外線吸収層を形成する際に用いる塗工液
に添加する成分、例えば、シランカップリング剤、熱もしくは光重合開始剤、重合触媒に
由来する成分等を含んでいてもよい。用いるシランカップリング剤の種類は、組合せて使
用する透明樹脂（Ｂ）に応じて適宜選択できる。シランカップリング剤の含有量は、該塗
工液において、透明樹脂（Ｂ）１００質量部に対して、好ましくは１～２０質量部、より
好ましくは５～１５質量部である。
【０１１２】
　近赤外線吸収層は、例えば、色素（Ａ）および透明樹脂（Ｂ）または透明樹脂（Ｂ）の
原料成分を溶媒に分散し、溶解させて調製した塗工液を基材上に塗工し、乾燥させ、さら
に必要に応じて硬化させることで製造できる。近赤外線吸収層をこのような方法で成膜す
ることで、所望の膜厚で均一に製造できる。色素（Ａ１）は透明樹脂（Ｂ）および塗工液
に用いる溶媒の双方に溶解性が良好であり、膜の均一性を確保しやすい点からも好ましい
。上記基材は、本フィルタの構成部材として適用することが可能な透明基材であってもよ
いし、近赤外線吸収層を成形する際のみに用いる基材、例えば剥離性の基材であってもよ
い。
【０１１３】
　上記溶媒としては、色素（Ａ）、および透明樹脂（Ｂ）または透明樹脂（Ｂ）の原料成
分を安定に分散できる分散媒または溶解できる溶媒であれば、特に限定されない。なお、
本明細書において「溶媒」の用語は、分散媒および溶媒の両方を含む概念で用いられる。
溶媒として、具体的には、ケトン類、エーテル類、エステル類、アルコール類、炭化水素
類、アセトニトリル、ニトロメタン、水等が挙げられる。これらは２種以上を併用しても
よい。
【０１１４】
　溶媒の量は、透明樹脂（Ｂ）１００質量部に対して、１０～５，０００質量部が好まし
く、３０～２，０００質量部が特に好ましい。なお、塗工液中の不揮発成分（固形分）の
含有量は、塗工液全量に対して２～５０質量％が好ましく、５～４０質量％が特に好まし
い。
【０１１５】
　塗工液の調製には、マグネチックスターラー、自転・公転式ミキサー、ビーズミル、遊
星ミル、超音波ホモジナイザ等の撹拌装置を使用できる。高い透明性を確保するためには
、撹拌を十分に行うことが好ましい。撹拌は、連続的に行ってもよく、断続的に行っても
よい。
【０１１６】
　塗工液の塗工には、浸漬コーティング法、キャストコーティング法、スプレーコーティ
ング法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ワイヤーバーコーティング
法、ブレードコーティング法、ローラーコーティング法、カーテンコーティング法、スリ
ットダイコーター法、グラビアコーター法、スリットリバースコーター法、マイクログラ
ビア法、インクジェット法、またはコンマコーター法等のコーティング法を使用できる。
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その他、バーコーター法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法等も使用できる。
【０１１７】
　塗工液を塗工する剥離性の基材は、フィルム状であっても板状であってもよく、剥離性
を有するものであれば、材料も特に限定されない。具体的には、ガラス板や、離型処理さ
れたプラスチックフィルム、例えば、ポリエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル
樹脂、ウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ素樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニル
ブチラール樹脂、ポリビニルアルコール樹脂等からなるフィルム、ステンレス鋼板等が使
用される。
【０１１８】
　また、その表面に上記塗工液が塗工され、その後適宜処理されて得られる近赤外線吸収
層とともに、そのまま本フィルタの構成部材となる透明基材としては、後述の透明基材が
挙げられる。
【０１１９】
　これら基材上に上記塗工液を塗工した後、乾燥させることで該基材上に近赤外線吸収層
が形成される。塗工液が透明樹脂（Ｂ）の原料成分を含有する場合には、さらに硬化処理
を行う。反応が熱硬化の場合は乾燥と硬化を同時に行うことができるが、光硬化の場合は
、乾燥と別に硬化処理を設ける。また、剥離性の基材上に形成された近赤外線吸収層は剥
離して本フィルタの製造に用いる。
【０１２０】
　本フィルタに係る近赤外線吸収層は、透明樹脂（Ｂ）の種類によっては、押出成形によ
りフィルム状に製造することも可能であり、さらに、このように製造した複数のフィルム
を積層し熱圧着等により一体化させてもよい。
【０１２１】
（近赤外線カットフィルタ）
　本フィルタの構成は、近赤外線吸収層を有する以外は特に制限されない。近赤外線吸収
層それ単独でＮＩＲフィルタを構成してもよく、他の構成要素とともにＮＩＲフィルタを
構成してもよい。他の構成要素としては、近赤外線吸収層を保持する透明基材や、特定の
波長域の光の透過と遮蔽を制御する選択波長遮蔽層等が挙げられる。
【０１２２】
　前記選択波長遮蔽層としては、可視領域の光を透過し、前記近赤外線吸収層の遮光域以
外の波長の光を遮蔽する波長選択特性を有することが好ましい。なお、この場合、選択波
長遮蔽層の遮光域は、近赤外線吸収層の近赤外線波長領域における遮光域を含んでもよい
。
【０１２３】
　本フィルタにおいては、近赤外線吸収層以外に選択波長遮蔽層の使用が好ましく、選択
波長遮蔽層の光学特性は下記（iii－１）および（iii－２）の条件を満たすことが好まし
い。
（iii－１）４２０～６９５ｎｍの波長域において透過率が９０％以上
（iii－２）上記近赤外線吸収層の波長域６５０～８００ｎｍの透過スペクトルにおける
透過率が１％となる最も長い波長λｂから１１００ｎｍまでの波長域において透過率が２
％以下
　条件（iii－１）を満たすことで、可視光領域の光の利用効率を高められる。すなわち
、可視光領域の透過率は高いほど好ましく、９５％以上がより好ましい。
　条件（iii－２）を満たすことで、本フィルタが、近赤外および赤外領域の光を遮蔽で
きる。それにより、撮像素子への近赤外光の入射を抑制し、ノイズを抑制できる。
　なお、本明細書において、特定の波長領域の透過率について、透過率が例えば９０％以
上とは、その波長領域の全波長において透過率が９０％を下回らないことをいい、同様に
透過率が例えば２％以下とは、その波長領域の全波長において透過率が２％を超えないこ
とをいう。
【０１２４】



(30) JP 6248945 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

　前記選択波長遮蔽層は、さらに、４００ｎｍ以下の紫外線波長領域の光の透過率が１％
以下がより好ましく、４１０ｎｍ以下の光の透過率が１％以下が特に好ましい。
　また、選択波長遮蔽層は、一層で所定の波長領域の光を遮蔽してもよく、複数層を組み
合わせて所定の波長領域の光を遮蔽してもよい。選択波長遮蔽層は、本フィルタの用途に
応じて前記近赤外線吸収層の片側のみに配置してもよく、または両側に配置してもよい。
配置される選択波長遮蔽層の数は制限されない。片側のみに１以上の選択波長遮蔽層を配
置してもよく、両側にそれぞれ独立した数の１以上の選択波長遮蔽層を配置してもよい。
本フィルタの各構成要素の積層順は特に制限されない。本フィルタの用途に応じて適宜設
定される。
【０１２５】
　以下、図面を参照しながら本フィルタの実施形態について説明する。
　図１Ａ～図１Ｃは、本フィルタの実施形態の例を概略的に示す断面図である。図１Ａは
、透明基材１２上に近赤外線吸収層１１を有する本フィルタの一実施形態のＮＩＲフィル
タ１０Ａの断面図である。また、図１Ｂは、近赤外線吸収層１１の両方の主面に選択波長
遮蔽層１３が配置された本フィルタの別の実施形態のＮＩＲフィルタ１０Ｂの断面図であ
る。図１Ｃは、透明基材１２上に近赤外線吸収層１１が形成された構成の両面に選択波長
遮蔽層１３が配置された本フィルタのさらに別の実施形態のＮＩＲフィルタ１０Ｃの断面
図である。
【０１２６】
　図１Ａに示す構成は、透明基材１２上に近赤外線吸収層１１を直接形成させる方法、ま
たは、前記剥離性の基材を用いて得られたフィルム状の近赤外線吸収層１１の単体を、フ
ィルム状または板状の透明基材１２のいずれかの主面に、図示されていない粘着剤層を介
して貼着することにより作製する方法等が挙げられる。また、別の構成として、近赤外線
吸収層１１を２枚の透明基材１２が挟み込む構成や、透明基材１２の両方の主面に近赤外
線吸収層１１が形成または貼着された本フィルタの使用が挙げられる。また、近赤外線吸
収層１１の表面や、近赤外線吸収層１１上に形成された選択波長遮蔽層１３の表面に反射
防止層が形成された構成であってもよい。
【０１２７】
　透明基材１２の形状は特に限定されるものではなく、ブロック状であっても、板状であ
っても、フィルム状であってもよい。また、透明基材１２は、可視波長領域の光を透過す
るものであれば、構成する材料は特に制限されない。例えば、水晶、ニオブ酸リチウム、
サファイヤ等の結晶、ガラス、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテ
レフタレート（ＰＢＴ）等のポリエステル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレ
ン酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン樹脂、ノルボルネン樹脂、ポリアクリレート、
ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂、ウレタン樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ素樹
脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルアルコール樹脂等が
挙げられる。
【０１２８】
　これらの材料は、紫外線領域および／または近赤外線領域の波長に対して吸収特性を有
するものであってもよい。透明基材１２は、例えば、フツリン酸塩系ガラスやリン酸塩系
ガラス等にＣｕＯ等を添加した吸収型のガラスフィルタであってもよい。
【０１２９】
　また、水晶、ニオブ酸リチウム、サファイヤ等の結晶は、デジタルスチルカメラ、デジ
タルビデオカメラ、監視カメラ、車載用カメラ、ウェブカメラ等の撮像装置において、モ
アレや偽色を低減するためのローパスフィルタや波長板の材料として使用されており、透
明基材１２の材料として、これらの結晶を用いた場合には、本実施形態に係るＮＩＲフィ
ルタ１０Ａに、ローパスフィルタや波長板の機能も付与でき、撮像装置のさらなる小型化
、薄型化ができる点から好ましい。
【０１３０】
　さらに、上記撮像装置の固体撮像素子または固体撮像素子パッケージには、該固体撮像
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素子を保護するカバーが気密封着されている。このカバーを透明基材１２として使用すれ
ば、カバーとして使用可能なＮＩＲフィルタが得られ、撮像装置のさらなる小型化、薄型
化ができる。
【０１３１】
　上記透明基材１２がガラス板の場合、ガラス板の厚みは、装置の小型化、薄型化、およ
び取り扱い時の破損を抑制する点から、０．０３～５ｍｍの範囲が好ましく、軽量化およ
び強度の点から、０．０５～１ｍｍの範囲がより好ましい。
【０１３２】
　透明基材１２として、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の透明プラスチックか
らなるフィルムを使用する場合、その厚みは、１０～３００μｍの範囲が好ましい。また
、近赤外線吸収層１１を形成する前に、フィルムの表面にコロナ処理や易接着処理を施す
ことが好ましい。
【０１３３】
　透明基材１２として、透明プラスチックからなるフィルムを使用した場合は、透明基材
１２の他方の主面を粘着剤または接着剤を介してガラス板に貼着できる。ガラス板には、
透明基材１２の材料として例示したものと同様のものを使用でき、特に、ホウケイ酸ガラ
スは、加工が容易で、光学面における傷や異物等の発生が抑えられるため好ましい。
【０１３４】
　ＮＩＲフィルタ１０Ａは、透明基材１２側を、例えば撮像装置の固体撮像素子に直接貼
着して使用されることがある。この場合、透明基材１２の線膨張係数と被貼着部の線膨張
係数との差が３０×１０－７／Ｋ以下であることが、貼着後の剥がれ等を抑制する観点か
ら好ましい。例えば、被貼着部の材質がシリコンであれば、線膨張係数が３０×１０－７

～４０×１０－７／Ｋ近傍の材料、例えば、ショット社製のＡＦ３３、テンパックス、旭
硝子社製のＳＷ－３、ＳＷ－Ｙ、ＳＷ－ＹＹ、ＡＮ１００、ＥＮ―Ａ１等（以上、商品名
）のガラスが透明基材１２の材料として好適である。被貼着部の材質がアルミナ等のセラ
ミックであれば、線膨張係数が５０×１０－７～８０×１０－７／Ｋ近傍の材料、例えば
、ショット社製のＤ２６３、Ｂ２７０、旭硝子社製のＦＰ１、ＦＰ０１ｅｃｏ等のガラス
が透明基材１２の材料として好適である。
【０１３５】
　図１Ｂに示す構成のＮＩＲフィルタ１０Ｂにおいて近赤外線吸収層１１の両方の主面に
形成される選択波長遮蔽層１３としては、誘電体多層膜や近赤外線ないし赤外線吸収剤、
色調補正色素および紫外線吸収剤から選ばれる少なくとも１種を含有する特定の波長の光
を吸収、または反射する層等が挙げられる。
【０１３６】
　ＮＩＲフィルタ１０ＢおよびＮＩＲフィルタ１０Ｃにおいて、組み合せる２枚の選択波
長遮蔽層１３は、同一でも異なってもよい。２枚の選択波長遮蔽層１３が、光学特性の異
なる第１の選択波長遮蔽層１３ａ、第２の選択波長遮蔽層１３ｂとして構成される場合、
用いられる光学装置により選択波長遮蔽特性とその並び順が適宜調整される。この観点か
ら、近赤外線吸収層１１、第１の選択波長遮蔽層１３ａおよび第２の選択波長遮蔽層１３
ｂの位置関係として、具体的には以下の（１ｘ）、（１ｙ）、（１ｚ）の位置関係が挙げ
られる。
【０１３７】
（１ｘ）第１の選択波長遮蔽層１３ａ、近赤外線吸収層１１、第２の選択波長遮蔽層１３
ｂ
（１ｙ）近赤外線吸収層１１、第１の選択波長遮蔽層１３ａ、第２の選択波長遮蔽層１３
ｂ
（１ｚ）近赤外線吸収層１１、第２の選択波長遮蔽層１３ｂ、第１の選択波長遮蔽層１３
ａ
　上記（１ｙ）（１ｚ）の形態をとる場合には近赤外線吸収層上で反射による可視光透過
率損失が発生するため近赤外線吸収層上に反射防止層を設けるのが好ましい。
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【０１３８】
　このようにして得られるＮＩＲフィルタ１０ＢおよびＮＩＲフィルタ１０Ｃを装置に設
置する際の方向については、設計に応じて適宜選択される。
【０１３９】
　前記誘電体多層膜は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に積層して得ら
れる。これにより、光の干渉を利用して特定の波長域の光の透過と遮蔽を制御する機能を
発現できる。ただし、低屈折率と高屈折率とは、隣接する層の屈折率に対して高い屈折率
と低い屈折率を有することを意味する。
【０１４０】
　前記高屈折率の誘電体膜は、低屈折率の誘電体膜よりも屈折率が高ければ、特に限定さ
れない。前記高屈折率の屈折率は、１．６以上が好ましい。２．２～２．５がより好まし
い。このような屈折率を有する誘電体の材料としては、Ｔａ２Ｏ５（屈折率：２．２２）
、ＴｉＯ２（屈折率：２．４１）、Ｎｂ２Ｏ５（屈折率：２．３）などが挙げられる。こ
れらのうち、成膜性と屈折率等をその再現性、安定性を含め総合的に判断して、ＴｉＯ２

等がより好ましい。
【０１４１】
　一方、前記低屈折率の屈折率は、１．４５以上１．５５未満が好ましく、１．４５～１
．４７がより好ましい。このような屈折率を有する誘電体の材料としては、ＳｉＯ２（屈
折率：１．４６）、ＳｉＯｘＮｙ（屈折率：１．４６以上１．５５未満）などが挙げられ
る。これらのうち、屈折率、成膜性における再現性、安定性、経済性などの点から、Ｓｉ
Ｏ２がより好ましい。
【０１４２】
　前記反射防止層としては、誘電体多層膜や中間屈折率媒体、屈折率が漸次的に変化する
モスアイ構造などが挙げられる。なかでも光学的効率、生産性の観点から誘電体多層膜を
使用するのが好ましい。反射防止層に用いられる誘電体多層膜は上記選択波長遮蔽層１３
に使用される誘電体多層膜と同様に低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に積
層して得ることができる。
【０１４３】
　本フィルタにおいては、前記選択波長遮蔽層と近赤外線吸収層とを有し、下記（iv－１
）～（iv－３）の条件を満たすことが好ましい。本フィルタは、この（iv－１）～（iv－
３）の条件を満たすために、さらに、反射防止層を有することが好ましい。
（iv－１）４２０～６２０ｎｍの波長域における平均透過率が８０％以上
（iv－２）７１０～１１００ｎｍの波長域における透過率が２％以下
（iv－３）６００～７００ｎｍの波長域において、主面に直交する方向から入射した光の
透過率が２０％となる波長の値と、主面に直交する線に対して３０度の角度をなす方向か
ら入射した光の透過率が２０％となる波長の値の差が３ｎｍ以下
【０１４４】
　本フィルタにおいては、上記条件（iv－１）を満たすことで可視光線透過率が十分に確
保され、さらに、条件（iv－２）および（iv－３）を満たすことで誘電体多層膜の有する
角度依存性が解消され、近赤外線領域における遮光性が入射角の影響を受けることなく広
い波長領域で十分に確保されている。
　ここで、上記条件（iv－３）では、入射角が０度の場合と３０度の場合の透過率２０％
における波長のシフトを指標として角度依存性を評価している。この条件を満たせば、他
の入射角における波長シフトも本フィルタとして問題になることはないと言える。
【０１４５】
　上記（iv－３）の波長シフトの条件を、図６により具体的に説明する。図６にそれぞれ
実線と点線および破線で示されているのは、後述の実施例において本発明の実施例として
の例１１０で得られたＮＩＲフィルタ（反射防止層（誘電体多層膜）／近赤外線吸収層／
ガラス板／選択波長遮蔽層（誘電体多層膜）の順に積層されたＮＩＲフィルタ）における
６６０～６９０ｎｍの波長領域の入射角０度の光の透過スペクトル（実線）と、入射角３
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０度（点線）、入射角４０度（破線）のそれぞれ光の透過スペクトルである。ここで、図
６に示されるように、例１１０で得られたＮＩＲフィルタにおいては、入射角が０度の場
合の透過率２０％の波長（λ２０－０）は６６８ｎｍであり、入射角が３０度の場合の透
過率２０％の波長（λ２０－３０）は６６７ｎｍであり、その差は１ｎｍである。同様に
、入射角が４０度の場合の透過率２０％の波長（λ２０－４０）は６６５ｎｍであり、そ
の差は３ｎｍである。
【０１４６】
　ＮＩＲフィルタの分光特性においては、透過光波長と遮光波長の境界波長領域で透過率
を急峻に変化させる性能が求められる。透過光波長と遮光波長の境界波長領域で透過率を
急峻に変化させる性能を得るためには、誘電体多層膜は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率
の誘電体膜との合計積層数として１５層以上が好ましく、２５層以上がより好ましく、３
０層以上がさらに好ましい。合計積層数が増えると製作時のタクトが長くなり、誘電体多
層膜の反りなどが発生するため、また、誘電体多層膜の膜厚が増加するため、１００層以
下が好ましく、７５層以下がより好ましく、６０層以下がさらに好ましい。低屈折率誘電
体膜と高屈折率誘電体膜の積層順は交互であれば、最初の層が低屈折率誘電体膜であって
も高屈折率誘電体膜であってもよい。
【０１４７】
　誘電体多層膜の膜厚としては、上記好ましい積層数を満たした上で、ＮＩＲフィルタの
薄型化の観点からは、薄い方が好ましい。このような誘電体多層膜の膜厚としては、選択
波長遮蔽特性によるが、２～１０μｍが好ましい。なお、誘電体多層膜を反射防止層とし
て用いる場合には、その膜厚は０．１～１μｍが好ましい。また、近赤外線吸収層の両面
、もしくは透明基材と該透明基材上に形成された近赤外線吸収層の各々の面に誘電体多層
膜を配設する場合、誘電体多層膜の応力により反りが生じる場合がある。この反りの発生
を抑制するために各々の面に成膜される誘電体多層膜の膜厚の差は、所望の選択波長遮蔽
特性を有するように成膜した上で、可能な限り少ない方が好ましい。
【０１４８】
　誘電体多層膜は、その形成にあたっては、例えば、ＣＶＤ法、スパッタ法、真空蒸着法
等の真空成膜プロセスや、スプレー法、ディップ法等の湿式成膜プロセス等を使用できる
。
【０１４９】
　上記選択波長遮蔽層１３として用いられる、近赤外線ないし赤外線吸収剤、色調補正色
素および紫外線吸収剤から選ばれる少なくとも１種を含有する特定の波長の光を吸収する
層としては、例えば、従来公知の方法で各吸収剤を透明樹脂に分散させた光吸収層が挙げ
られる。透明樹脂としては、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポ
リカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、アルキド樹脂等の熱可塑性樹脂、エン・チオール
樹脂、エポキシ樹脂、熱硬化型アクリル樹脂、光硬化型アクリル樹脂、シルセスキオキサ
ン樹脂等の熱や光により硬化される樹脂等が挙げられる。これら光吸収層における各吸収
剤の含有量は各吸収剤の光吸収能に応じて、本発明の効果を損ねない範囲で適宜調整され
る。
【０１５０】
　本フィルタは、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ、監視カメラ、車載用カ
メラ、ウェブカメラ等の撮像装置や自動露出計等のＮＩＲフィルタ、ＰＤＰ用のＮＩＲフ
ィルタ等として使用できる。本フィルタは、上記撮像装置において好適に用いられ、例え
ば、撮像レンズと固体撮像素子との間に配置される。
【０１５１】
　また、本フィルタは、上記撮像装置の固体撮像素子、自動露出計の受光素子、撮像レン
ズ、ＰＤＰ等に粘着剤層を介して直接貼着して使用することもできる。さらに、車両（自
動車等）のガラス窓やランプにも同様に粘着剤層を介して直接貼着して使用できる。
【実施例】
【０１５２】
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　以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。本発明は、以下で説明する実施
形態および実施例に何ら限定されるものではない。例１～７５、例１１０が本発明の実施
例であり、例７６～１０９が比較例である。
【０１５３】
＜色素の合成＞
　以下の方法により、各例に使用する色素を合成した。色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－
１９）は、色素（Ａ１１）に含まれ、本発明の実施例に使用される。一方、色素（Ａ１１
－２０）～（Ａ１１－２７）は、上記式（Ａ１１）において、Ｒ４以外は、式（Ａ１１）
と構造が同じであり、本発明の比較例に使用される色素である。
【０１５４】
（１）近赤外線吸収色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）の合成
　以下の表２に示す構成の色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）を合成した。なお、表
２で、Ｒ４については、式（４）におけるｍの数とＲ１３および炭素数を記載した。Ｒ１

３－１～Ｒ１３－３は、カルボニル基に結合するα位の炭素原子に結合する１個～３個の
Ｒ１３を区別するものであって位置の区別はない。表２中、「－」は水素原子を意味する
。表２中、ｎ－は直鎖を示し、Ｐｈはベンゼン環を示す。ｉ－Ｃ３Ｈ７は、１－メチルエ
チル基を示す。表２におけるＲ４の具体的な構造は、上記式（１ａ）、（１ｂ）、（２ａ
）～（２ｅ）、（３ａ）～（３ｅ）に対応する。表２には対応する式番号も示した。なお
、色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）において、左右に１個ずつ計２個存在するＲ１

は左右で同じであり、Ｒ２～Ｒ４についても同様である。
【０１５５】
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【表２】

【０１５６】
　色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）は、上記反応式（Ｆ１）にしたがって合成した
。なお、反応式（Ｆ１）においては、色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）は、色素（
Ａ１１）で示される。色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７）の製造においては、反応式
（Ｆ１）中のＲ２およびＲ３は水素原子である。また、Ｒ１およびＲ４は上記表２中の基
を示す。
【０１５７】
[色素（Ａ１１－１）の製造]
　以下、反応式（Ｆ１)を用いて色素（Ａ１１－１）の製造例を具体的に説明する。なお
、以下の説明において、原料成分（ｇ）や中間生成物（（ｂ）～（ｈ））におけるＲ１～
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Ｒ４について記載しないが、Ｒ１はメチル基、Ｒ２およびＲ３は水素原子であり、Ｒ４は
基（２ｂ）である。
【０１５８】
　色素（Ａ１１－１）の製造においては、反応式（Ｆ１)中の化合物（ｃ）（ただし、Ｒ
１はメチル基、Ｒ２およびＲ３は水素原子）が市販品として入手可能なため、出発物質と
して東京化成社製の化合物（ｃ）を用いた。
【０１５９】
（化合物（ｄ）の製造）
　５００ｍｌのナスフラスコに化合物（ｃ）を（２５ｇ、０．１４ｍｏｌ），メタノール
３６０ｍｌを加え、０℃で水素化ホウ素ナトリウム（９．０ｇ、０．２２ｍｏｌ）をゆっ
くり加えた。添加後、室温で３時間撹拌した。反応終了後、水をゆっくり加え、その後、
炭酸水素ナトリウム水溶液と酢酸エチルで分液を行った、分液後、得られた有機層を硫酸
マグネシウムで乾燥しロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去しシリカゲルカラム
クロマトグラフィーにて精製を行った。展開溶媒は酢酸エチル：ヘキサン＝１：４とした
。結果、化合物（ｄ）（２３ｇ、０．１３ｍｏｌ、収率９１％）が得られた。
【０１６０】
（化合物（ｅ）の製造）
　２Ｌナスフラスコに化合物（ｄ）（２０ｇ、０．１１ｍｏｌ）、濃硫酸（８０ｇ、０．
８１ｍｏｌ）を加え、０℃に冷却した。その後、重量比で濃硝酸：濃硫酸＝１：５の混合
溶液を５５ｇ、ゆっくり滴下した。滴下終了後、反応温度を徐々に室温に戻し、同温度で
１６時間撹拌した。反応終了後、再び０℃に冷却して、水酸化ナトリウム水溶液をＰＨが
９になるまでゆっくり加えた。沈殿物をろ過して、水とメタノールで十分洗浄した。洗浄
後、得られた固形物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製を行った。展開溶媒
はジクロロメタン：ヘキサン＝１：５とした。結果、化合物（ｅ）が（１７ｇ、０．０７
７ｍｏｌ、収率６７％）得られた。
【０１６１】
（化合物（ｆ）の製造）
　窒素雰囲気下、５００ｍｌのナスフラスコに、化合物（ｅ）（１５ｇ、０．０６８ｍｏ
ｌ）、１５０ｍｌのメタノール、１５０ｍｌのテトラヒドロフラン、ギ酸アンモニウム（
２３．５ｇ、０．３７ｍｏｌ）１０ｗｔ％パラジウム炭素（１２ｇ）を加え、その後、反
応系を開放して大気雰囲気下室温で１２時間撹拌した。反応終了後、混合物のセライトろ
過を行い、得られたろ液をロータリーエバポレーターを用いて濃縮した後、シリカゲルカ
ラムクロマトグラフィーにて精製を行った（展開溶媒はヘキサン：酢酸エチル＝１：４）
。結果、化合物（ｆ）が（９．７ｇ、０．０５１ｍｏｌ　収率７５％）得られた。
【０１６２】
（化合物（ｈ）（（Ａ１１-１）に用いる中間体）の製造）
　窒素雰囲気下、３００ｍｌのナスフラスコに、化合物（ｆ）の２．０ｇ（０．０１１ｍ
ｏｌ）、５０ｍｌのジクロロメタン、２．１２ｇ（０．０２１ｍｏｌ）のトリエチルアミ
ン、触媒量のジメチルアミノピリジンを加え、反応器を０℃に冷却してから、置換基Ｒ４

を有するカルボン酸塩化物として２プロピルバレリルクロリド（ｇ）の２．５５ｇ（０．
０１６ｍｏｌ）を加え、その後、窒素雰囲気下同温度で３０分撹拌した。反応終了後、混
合物に５０ｍｌの飽和食塩水を加え、１００ｍｌのジクロロメタンで抽出を行った。得ら
れた有機層を無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を
留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製を行った。（展開溶媒はヘキ
サン：酢酸エチル＝４：１）。結果、化合物（ｈ；Ｒ４＝ＣＨ（ｎ－Ｃ３Ｈ７）（ｎ－Ｃ

３Ｈ７））が（２．５ｇ、０．００７９ｍｏｌ、収率７０％）得られた。
【０１６３】
（色素（Ａ１１－１）の製造）
　５００ｍｌのナスフラスコにＤｅａｎ－Ｓｔａｒｋ管を取り付け、Ａ１１－１に用いる
中間体である化合物（ｈ）（２．０ｇ、０．００６３ｍｏｌ）、１４０ｍｌのベンゼン、
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６０ｍｌの１－ブタノール、０．３６ｇ（０．００３２ｍｏｌ）のスクアリン酸を加え、
アゼオトロープ加熱還流条件下で３時間撹拌した。反応終了後、ロータリーエバポレータ
ーを用いて反応溶媒を留去した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製を行っ
た。展開溶媒はヘキサン：酢酸エチル＝７：３）。結果、色素（Ａ１１－１）（２．９ｇ
、０．００４１ｍｏｌ、収率６５％）が得られた。
【０１６４】
[色素（Ａ１１－２）～（Ａ１１－４）、（Ａ１１－９）～（Ａ１１－１４）の製造]
　色素（Ａ１１－１）の製造において、置換基Ｒ４を有するカルボン酸塩化物（ｇ）のＲ
４を、それぞれ表２に示すＲ４とした以外は同様にして、色素（Ａ１１－２）～（Ａ１１
－４）、（Ａ１１－９）～（Ａ１１－１４）を製造した。
【０１６５】
[色素（Ａ１１－５）～（Ａ１１－８）の製造]
（化合物（ｃ）（（Ａ１１-５）～（Ａ１１－８）に用いる中間体）の製造）
　色素（Ａ１１－５）～（Ａ１１－８）の製造においては、まず、反応式（Ｆ１)中の化
合物（ａ）（ただし、Ｒ２、Ｒ３は水素原子）から、化合物（ｂ）を経由して、化合物（
ｃ）（ただし、Ｒ１はＣ２Ｈ５、ｎ－Ｃ３Ｈ７またはｉ－Ｃ３Ｈ７、Ｒ２、Ｒ３は水素原
子）を以下のようにして製造した。
【０１６６】
　５００ｍｌのナスフラスコに化合物（ａ）(２５ｇ、０．１５７ｍｏｌ）、ｎ－ヨード
エタン（９８ｇ、０．６３ｍｏｌ）、酢酸エチル１００ｍｌを加え、２４時間環流を行い
反応させた。反応終了後、析出した固形物を酢酸エチルで十分に洗浄を行い、濾過するこ
とで化合物（ｂ）（Ｒ１＝Ｃ２Ｈ５）を４４．１ｇ（０．１４ｍｏｌ、収率８９％）得た
。同様にして、ｎ－ヨードエタンの代わりにｎ－ヨードプロパンを用いて化合物（ｂ）（
Ｒ１＝ｎ－Ｃ３Ｈ７）を、ヨードイソプロパンを用いて化合物（ｂ）（Ｒ１＝ｉ－Ｃ３Ｈ

７）を得た。ｎ－ヨードプロパン、ヨードイソプロパンを用いる場合は溶媒に酢酸エチル
を用いず、化合物（ｂ）とｎ－ヨードプロパン、ヨードイソプロパンだけで環流を行った
。
【０１６７】
　５００ｍｌのナスフラスコに化合物（ｂ）（Ｒ１＝Ｃ２Ｈ５）を２７ｇ（０．０８６ｍ
ｏｌ）、水酸化ナトリウム１６ｇ（０．４０ｍｏｌ）、水３００ｍｌを加え、室温で３時
間攪拌した。反応終了後、ジクロロメタンを加え、有機層を抽出し、得られた有機層を無
水硫酸ナトリウムにて乾燥し、ロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去した後、シ
リカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製を行った。結果、化合物（ｃ）（Ｒ１＝Ｃ２

Ｈ５）を１５ｇ（０．０８０ｍｏｌ、収率９４％）得た。化合物（ｂ）（Ｒ１＝ｎ－Ｃ３

Ｈ７またはｉ－Ｃ３Ｈ７）から、同様にしてＲ１がｎ－Ｃ３Ｈ７またはｉ－Ｃ３Ｈ７の化
合物（ｃ）を得た。
【０１６８】
　これらの３種の化合物（ｃ）をそれぞれ表２に示すように用い、置換基Ｒ４を有するカ
ルボン酸塩化物（ｇ）のＲ４を、それぞれ表２に示すＲ４とした以外は色素（Ａ１１－１
）の場合と同様にして、色素（Ａ１１－５）～（Ａ１１－８）を製造した。
【０１６９】
[色素（Ａ１１－１５）～（Ａ１１－１９）の製造]
　２Ｌのナスフラスコに化合物（ａ）（４９ｇ、０．３１ｍｏｌ）を加え、０℃で水素化
ホウ素ナトリウム（１２．９ｇ、０．３４ｍｏｌ）を少しずつ添加した。添加後、ｐ－ト
ルエンスルホン酸（５８．３ｇ、０．３４ｍｏｌ）を０℃でゆっくり、反応系中に添加し
た。１時間反応させた後、ナスフラスコを再度０℃に冷やし、水を少しずつ滴下し、反応
を終了させた。ジクロロメタンを加え、有機層をエバポレーターを用いて濃縮した。濃縮
液を酢酸エチル：ヘキサン＝１：６の展開溶液でカラム精製を行い、反応式（Ｆ１)中の
化合物（ｂ）と同様の骨格を有する化合物（ｂ’）（ただし、Ｒ１～Ｒ３は水素原子であ
る。）を（４６ｇ、収率９３％）得た。
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【０１７０】
　２Ｌのナスフラスコに化合物（ｂ’）（４６ｇ、０．２９ｍｏｌ）、塩化銅（Ｉ）（３
．０７ｇ、０．０３ｍｏｌ）、２－クロロ－２－メチル－３－ブチン（３５．０ｇ、０．
３４ｍｏｌ）、およびＴＨＦを５７０ｍｌ加えた。０℃でトリエチルアミン（３４．６ｇ
，０．３４ｍｏｌ）をゆっくり滴下した。４時間室温で反応させた後、反応溶液に水を５
００ｍｌ加えて反応を終了させた。反応溶液をジクロロメタンで抽出し、有機層をエバポ
レーターで濃縮した。濃縮液をヘキサン：ジクロロメタン＝４：１でカラム精製を行い、
反応式（Ｆ１)中の化合物（ｄ）と同様の骨格を有する化合物（ｄ’）（Ｒ１＝Ｃ（ＣＨ

３）２Ｃ２Ｈ）を４０ｇ（収率６２％）得た。
【０１７１】
　１Ｌのナスフラスコに化合物（ｄ’）（ただし、Ｒ１はＣ（ＣＨ３）２Ｃ２Ｈであり、
Ｒ２、Ｒ３は水素原子である。）を３６ｇ（０．１６ｍｏｌ）、ＴＨＦを３００ｍｌ入れ
た。そして０℃で４ｇのＰｄ／Ｃをナスフラスコに添加した。Ｐｄ／Ｃを添加後、０℃で
エタノールを３００ｍｌ加えた。その後、反応容器を脱気と窒素添加を２回繰り返し、脱
気後に水素を添加した。反応は常圧下の水素雰囲気で８時間反応させた。反応終了後、Ｐ
ｄ／Ｃをろ過で取り除き、ろ液をエバポレーターで濃縮した。濃縮液を展開溶媒ヘキサン
でカラム精製を行い、化合物（ｄ）（Ｒ１はＣ（ＣＨ３）２Ｃ２Ｈ５であり、Ｒ２、Ｒ３

は水素原子である。）を得た。
【０１７２】
　得られた化合物（ｄ）を使用し、置換基Ｒ４を有するカルボン酸塩化物（ｇ）のＲ４を
、それぞれ表２に示すＲ４とした以外は色素（Ａ１１－１）の場合と同様にして、色素（
Ａ１１－１５）～（Ａ１１－１９）を製造した。
【０１７３】
［色素（Ａ１１－２０）～（Ａ１１－２７）の製造］
　式（Ｆ１）における式（Ａ１１）においてＲ１がメチル基、Ｒ２およびＲ３が水素原子
であって、Ｒ４が表２に示されるとおり色素（Ａ１１）の範囲外である色素（Ａ１１－２
０）～（Ａ１１－２７）を合成した。具体的には、色素（Ａ１１－１）の製造において、
置換基Ｒ４を有するカルボン酸塩化物（ｇ）のＲ４を、それぞれ表２に示すＲ４とした以
外は同様にして、色素（Ａ１１－２０）～（Ａ１１－２７）を製造した。
【０１７４】
（２）溶解性
　上記で得られた色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－１０）、（Ａ１１－２０）～（Ａ１１
－２７）について、以下のとおり有機溶媒に対する溶解性を評価した。
　溶解性試験では有機溶媒として、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢ
Ｋ）、トルエンの３種を使用した。結果を表３に示す。なお、表３中において、％は、溶
液全体の質量に対する色素の質量％である。また、溶解性試験における各有機溶媒の温度
は５０℃とした。
【０１７５】
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【表３】

【０１７６】
　色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－８）および色素（Ａ１１－１０）は、シクロヘキサン
への溶解度が高い。色素（Ａ１１－２）～（Ａ１１－６）および色素（Ａ１１－８）は、
ＭＩＢＫへの溶解度が高い。色素（Ａ１１－１）、（Ａ１１－３）～（Ａ１１－８）は、
トルエンへの溶解度が高い。したがって、色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－１０）は、有
機溶媒への溶解性が高いといえる。
【０１７７】
　比較例用色素（Ａ１１－２０）～（Ａ１１－２７）は、概ね実施例用の色素に比べて、
有機溶媒への溶解度が低い。
【０１７８】
［カットフィルタの製造］
　以下の例１～例１０９において、上記で得られた色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－２７
）と屈折率が１．４５以上の透明樹脂（Ｂ）を含む近赤外線吸収層１１を透明基板１２上
に形成して、図１Ａに示す構成のＮＩＲフィルタを製造した。なお、透明基板１２として
、厚さ０．３ｍｍのガラス板（ソーダガラス）を用いた。
【０１７９】
（例１～例７５）
　表４に示すとおり色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－１９）のいずれかと、ポリエステル
樹脂の１５質量％シクロヘキサノン溶液とを混合し、室温にて撹拌・溶解することで塗工
液を得た。いずれの例においてもポリエステル樹脂１００質量部に対し、膜厚３μｍ以下
で、上記条件（ii－２）に規定される（λｂ－λａ）（透過率が１％以下における吸収幅
）が３０ｎｍになる含有量で色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－１９）を混合した。ポリエ
ステル樹脂としては、Ｂ－ＯＫＰ２（商品名、大阪ガスケミカル社製、屈折率１．６４）
を用いた。
【０１８０】
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　上記で得られた塗工液を、ガラス板上にスピンコート法により塗布し、９０℃で５分乾
燥したあと、得られたサンプルをさらに１５０℃で６０分乾燥し、例１～例１７のＮＩＲ
フィルタを得た。得られたＮＩＲフィルタ１～１７の近赤外線吸収層の膜厚は、いずれも
２．７μｍであった。
【０１８１】
　上記において、表４に記載の色素と、透明樹脂（Ｂ）として、ポリエステル樹脂（東洋
紡社製、商品名：バイロン１０３、屈折率：１．５５）を使用した以外は、例１～１７と
同様にして例１８～例２５のＮＩＲフィルタ１８～２５を得た。得られたＮＩＲフィルタ
１８～２５の近赤外線吸収層の膜厚は、いずれも２．７μｍであった。
【０１８２】
　さらに、表５に記載の色素と、透明樹脂（Ｂ）としてポリイソブチルメタクリレート（
東京化成工業社製、屈折率１．４８）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を３１．５μｍと
した以外は、例１～１７と同様にして例２６～例３３のＮＩＲフィルタ２６～３３を得た
。
【０１８３】
　表５に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてポリカーボネート（帝人化成社製、
商品名：ＴＳ２０２０、屈折率：１．５９）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を０．６μ
ｍとした以外は、例１～１０と同様にして例３４～例３９のＮＩＲフィルタ３４～３９を
得た。
【０１８４】
　表５に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）として環状オレフィンポリマー（ＪＳＲ社
製、商品名：ＡＲＴＯＮ、屈折率：１．５１）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を１．７
μｍとした以外は、例１～１７と同様にして例４０～例４５のＮＩＲフィルタ４０～４５
を得た。
【０１８５】
　表５に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてポリカーボネート（帝人化成社製、
商品名：ＳＰ１５１６、屈折率：１．６０）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を０．９μ
ｍとした以外は、例１～１７と同様にして例４６～例５１のＮＩＲフィルタ４６～５１を
得た。
【０１８６】
　表６に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてポリカーボネート（三菱ガス化学社
製、商品名：ＥＰ５０００、屈折率：１．６３）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を２．
４μｍとした以外は、例１～１７と同様にして例５２～例５７のＮＩＲフィルタ５２～５
７を得た。
【０１８７】
　表６に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてポリカーボネート（帝人化成社製、
商品名：ＳＰ３８１０、屈折率：１．６３）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を２．８μ
ｍとした以外は、例１～１７と同様にして例５８～例６３のＮＩＲフィルタ５８～６３を
得た。
【０１８８】
　表６に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてポリカーボネート（帝人化成社製、
商品名：ＳＰ３８１０、屈折率：１．６３）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を１．０μ
ｍとした以外は、例１～１７と同様にして例６４～例６９のＮＩＲフィルタ６４～６９を
得た。
【０１８９】
　表６に記載の色素を使用し、透明樹脂（Ｂ）としてアクリル樹脂（三菱レーヨン社製、
商品名：ＢＲ５０、屈折率：１．５６）を使用し、近赤外線吸収層の膜厚を２．３μｍと
した以外は、例１～１７と同様にして例７０～例７５のＮＩＲフィルタ７０～７５を得た
。
【０１９０】
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（例７６～例１０９）
　表７および表８に示すとおり、色素（Ａ１１－２０）～（Ａ１１－２７）のいずれかと
、透明樹脂（Ｂ）とを使用して、例７６～例１０９のＮＩＲフィルタ７６～１０９を得た
。それぞれのＮＩＲフィルタの近赤外線吸収層の膜厚は、同じ透明樹脂（Ｂ）を使用する
実施例の各例と同じ膜厚とした。
【０１９１】
＜ＮＩＲフィルタの評価＞
（１）吸光特性
　上記で得られたＮＩＲフィルタ１～１０９の透過率（％／ｎｍ）について、紫外可視分
光光度計（日立ハイテクノロジーズ社製、Ｕ－４１００型分光光度計）を用いて透過スペ
クトルを測定し、算出した。ＮＩＲフィルタが有する近赤外線吸収層の透過スペクトルの
分析結果をＮＩＲフィルタ１～２５、２６～５１、５２～７５についてはそれぞれ表４、
表５および表６に、ＮＩＲフィルタ７６～９４、９５～１０９についてはそれぞれ表７お
よび表８に示す。表４～表８には、近赤外線吸収層における透明樹脂（Ｂ）１００質量部
に対する色素の割合（質量部）および膜厚を併せて記載した。
【０１９２】
　また、本フィルタにおける近赤外線吸収層の好ましい透過スペクトルの条件、上記（ii
－３）に示す式；ｎｄ（Ｂ）×（λａ－λｃ）で得られるＩｓ値を、条件（ii－１）にお
けるλａ、条件（ii－２）におけるλｂ－λａと併せて、表４～表８中に記載する。なお
、表４～表８に示す値は、ＮＩＲフィルタの透過率から、ガラス板の透過率を減算した値
である。具体的にはガラス板の吸収、ガラス板－近赤外線吸収層界面、ガラス板－空気界
面の反射の影響を差し引いて、近赤外線吸収層－空気界面での反射を計算した値となって
いる。
【０１９３】
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【表４】

【０１９４】
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【表５】

【０１９５】



(44) JP 6248945 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

【表６】

【０１９６】
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【表７】

【０１９７】
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【表８】

【０１９８】
　表４～表６から本発明の実施例であるＮＩＲフィルタ１～７５における近赤外線吸収層
のＩｓ値は、色素（Ａ１１－１）～（Ａ１１－１９）の作用により、１１５以下である。
すなわち、近赤外線吸収層の透過スペクトルについて、可視光領域と近赤外線領域の境界
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付近おける吸収曲線が急峻であることがわかる。
【０１９９】
　表７、表８に示される比較例に相当するＮＩＲフィルタ７６～１０９における近赤外線
吸収層のＩｓ値は、色素（Ａ１１－２０）～（Ａ１１－２７）を用いていることから、１
１５を超えて高い。すなわち、可視光領域と近赤外線領域の境界付近おける吸収曲線は傾
きが緩やかであることがわかる。
【０２００】
（２）耐熱性
　上記のＮＩＲフィルタ７と、比較例であるＮＩＲフィルタ７６について耐熱性試験を行
い、耐熱性を評価した。
　耐熱性試験はＮＩＲフィルタを１８０℃で５時間加熱する試験とした。また、耐熱性試
験後に上記同様にしてＮＩＲフィルタが有する近赤外線吸収層における透過率を測定した
。耐熱性の評価は、以下の式により、波長６８０ｎｍにおける耐熱性試験前後の吸光係数
の百分率（％）を色素の残存率（％）として見積もることで行った。
【０２０１】
　残存率（％）＝６８０ｎｍにおける耐熱性試験後の吸光係数（ε）／６８０ｎｍにおけ
る初期の吸光係数（ε）×１００
【０２０２】
　この結果、ＮＩＲフィルタ７の耐熱性試験後（１８０℃、５時間後）の色素残存率は９
３％であるのに対して、ＮＩＲフィルタ７６の耐熱性試験後（１８０℃、５時間後）の色
素残存率は、５８％であった。本発明の効果としてＮＩＲフィルタの耐熱性が向上してい
ることが示された。
【０２０３】
［選択波長遮蔽層を有するＮＩＲフィルタの製造］
　以下の例１１０により、図１Ｃに示す構成のＮＩＲフィルタにおいて、選択波長遮蔽層
１３ａの代わりに反射防止層を有する以外は同様の選択波長遮蔽層（選択波長遮蔽層１３
ｂ）を有するＮＩＲフィルタを製造した。
【０２０４】
［透過率および２０％シフト］
　例１１０のＮＩＲフィルタの透過率を、主面に直交する方向から入射した光、すなわち
入射角０度の光の透過率、および主面に直交する線に対して３０度の角度をなす方向から
入射した光、すなわち入射角３０度の光の透過率として、紫外可視分光光度計（日立ハイ
テクノロジーズ社製、Ｕ－４１００型分光光度計）を用いて測定し、透過スペクトルを得
た。２０％シフト（３０度）は、入射角０度の光の透過率が２０％となる波長の値（「λ

２０－０」と示す。）と、入射角３０度の光の透過率が２０％となる波長の値（「λ２０

－３０」と示す。）の差である。
　さらに、同様にして入射角４０度の光の透過スペクトルを得た。また、入射角０度の光
の透過率が２０％となる波長の値（λ２０－０）と、入射角４０度の光の透過率が２０％
となる波長の値（「λ２０－４０」と示す。）の差を、２０％シフト（４０度）として求
めた。
【０２０５】
［遮蔽層の設計］
　選択波長遮蔽層は、高屈折率誘電体膜であるＴｉＯ２膜と低屈折率誘電体膜であるＳｉ
Ｏ２膜を交互に積層する構成において、蒸着法により成膜した。
　選択波長遮蔽層は、誘電体多層膜の積層数、ＴｉＯ２膜の膜厚およびＳｉＯ２膜の膜厚
をパラメータとして、所望の光学特性を有するようにシミュレーションして構成を決定し
た。上記選択波長遮蔽層としての誘電体多層膜の光学特性は、４２０～７１５ｎｍの波長
域における透過率が９０％以上、７３０～１１００ｎｍの波長域における透過率が２％以
下、４００ｎｍ以下の全領域に亘り透過率が１％以下とした（図４）。
【０２０６】
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　反射防止層も、選択波長遮蔽層と同様に高屈折率誘電体膜であるＴｉＯ２膜と低屈折率
誘電体膜であるＳｉＯ２膜を交互に積層する構成において、蒸着法により成膜した。反射
防止層の設計も誘電体多層膜の積層数、ＴｉＯ２膜の膜厚およびＳｉＯ２膜の膜厚をパラ
メータとして、所望の光学特性を有するようにシミュレーションして構成を決定した（図
５）。
【０２０７】
（例１１０）
　近赤外線吸収層形成のための塗工液の塗工面の反対側の面に、選択波長遮蔽層を成膜し
たガラス板を用いたこと以外は、例７と同様にして、ガラス板上に近赤外線吸収層を形成
した。さらに、近赤外線吸収層の上に反射防止層を成膜することによりＮＩＲフィルタ１
１０を得た。膜厚は、選択波長遮蔽層は全体で約８．９μｍ、反射防止層は全体で約０．
３４μｍであった。得られたＮＩＲフィルタ１１０の透過率を測定し、２０％シフト（３
０度）、（４０度）を求めた。その結果を近赤外線吸収層の構成とともに表９に示す。図
６に、ＮＩＲフィルタ１１０における、６６０～６９０ｎｍの波長領域の入射角０度の光
の透過スペクトルと入射角３０度および４０度の光の透過スペクトルをそれぞれ実線と点
線および破線で示す。表９からわかるように入射角０度と入射角３０度の２０％シフトは
１ｎｍであり、入射角４０度においても３ｎｍの２０％シフトで収まっている。
【０２０８】
【表９】

【産業上の利用可能性】
【０２０９】
　本フィルタは、単独であるいは他の選択波長遮蔽部材と組合せて用いた際に、良好な近
赤外線遮蔽特性を有するとともに、十分な小型化、薄型化ができることから、デジタルス
チルカメラ等の撮像装置、プラズマディスプレイ等の表示装置、車両（自動車等）用ガラ
ス窓、ランプ等に有用である。
【符号の説明】
【０２１０】
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　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ…ＮＩＲフィルタ、１２…透明基材、１１…近赤外線吸収層、
１３…選択波長遮蔽層、１３ａ…第１の選択波長遮蔽層、第１の誘導体多層膜、１３ｂ…
第２の選択波長遮蔽層、第２の誘導体多層膜。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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