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(57)【要約】
【課題】薄型化が可能で且つ可視域での透過率が高い近
赤外線吸収フィルタを提供する。
【解決手段】近赤外線吸収フィルタは、透明基板１と、
その片面または両面に形成された、近赤外線に吸収を持
つ有機膜層２及び近赤外線を遮断する無機膜層３，４と
を有する。有機膜層２はその可視域での透過率を９０％
以上にし、近赤外域での透過率を２０％～６０％にして
ある。有機膜層２は、近赤外線吸収色素が少なくとも１
種類含有されているポリマー組成物からなる。無機膜層
３，４は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を
交互に重ねた多層膜からなる。近赤外線吸収色素を含有
した有機膜層２と光学多層膜からなる無機膜層３，４と
を組み合わせることで、薄型化を達成すると共に、可視
域での透過率を高くしている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、その片面または両面に形成された、近赤外線に吸収を持つ有機膜層及び近
赤外線を遮断する無機膜層とを有する近赤外線吸収フィルタにおいて、
　前記有機膜層はその可視域での透過率を９０％以上にし、近赤外域での透過率を２０％
～６０％にしたことを特徴とする近赤外線吸収フィルタ。
【請求項２】
　前記有機膜層は、近赤外線吸収色素が少なくとも１種類含有されているポリマー組成物
からなることを特徴とする請求項１記載の近赤外線吸収フィルタ。
【請求項３】
　前記ポリマー組成物は、ポリエステル樹脂、ポリアクリル樹脂、またはポリイミド樹脂
から選ばれたプラスチックス樹脂であることを特徴とする請求項２記載の近赤外線吸収フ
ィルタ。
【請求項４】
　前記無機膜層は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に重ねた多層膜から
なることを特徴とする請求項１記載の近赤外線吸収フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可視域で高い光透過率を持つ一方、近赤外域の光を遮断する近赤外線吸収フ
ィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　動画撮影や静止画撮影を行うため、カラーＣＣＤイメージセンサを含む撮像装置（デジ
タルカメラやビデオカメラ）が開発されている。これらの撮像装置で用いるカラーＣＣＤ
イメージセンサは、その感度が可視域を超えて近赤外領域まで及ぶ。この為、カラーＣＣ
Ｄイメージセンサで撮影した画像は、可視域のみに感度を有する人間が見る実像と異なる
。そこで従来の撮像装置は近赤外線吸収フィルタが組み込まれており、近赤外線を遮断す
ることで、人間の目に映る像と同じ撮像が得られるようにしている。この様に近赤外線吸
収フィルタを組み込むことで、人が見るイメージと異なった映像化を防ぐことが出来る。
この様な用途に用いる近赤外線吸収フィルタは以下の特許文献１～３に開示されている。
【特許文献１】特開平１１‐２０９１４４号公報
【特許文献２】特開２０００‐００７８７０公報
【特許文献３】特開２００２‐３０３７２０公報
【０００３】
　特許文献１は近赤外吸収フィルタ用ガラス及びそれを用いた近赤外線吸収フィルタを開
示している。この近赤外吸収フィルタ用ガラスは、金属イオンを含有しており、その近赤
外線領域における吸収作用を利用している。また特許文献２は、近赤外線吸収用の樹脂組
成物を開示している。この樹脂組成物は、置換または未置換のアミノ基と、銅イオンを含
む金属イオン成分とがアクリル系樹脂中に含有されている。この樹脂組成物は同じく金属
イオンの近赤外線に対する吸収作用を利用して、近赤外線吸収フィルタを作ることが出来
る。特許文献３は近赤外線吸収フィルタを開示している。このフィルタは、近赤外線吸収
色素をバインダ樹脂に分散した組成物を含む塗布液を基材上に塗布乾燥して作成する。例
えばポリエステルなどのバインダ樹脂に近赤外線吸収色素を分散させ、ポリエステルフィ
ルム基材上に積層することで、近赤外線吸収フィルタを作成している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１はガラス製赤外線吸収フィルタを開示し、特許文献２は樹脂製赤外線吸収フ
ィルタを開示している。いずれも金属イオンの近赤外線に対する吸収作用を利用している
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。しかしながら、金属イオンの近赤外線に対する吸収作用はそれほど強くなく、実用レベ
ルまで近赤外線の透過率を下げるためには、ある程度厚みが必要になる。現在最も薄いフ
ィルタで、厚みｔ＝０．３５ｍｍ程度である。さらにこのフィルタに近赤外線カットコー
トや反射防止コートを付加すると、実際の厚みがもっと大きくなる。この様に厚みの大き
な赤外線吸収フィルタは、カラーＣＣＤイメージセンサを利用した撮像装置の薄型化の障
害となる。特に、撮像装置を携帯電話機などに組み込む場合、薄型化は必須であるにもか
かわらず、赤外線吸収フィルタの厚みが薄型化を阻害している。またガラス製や樹脂製の
フィルタは製造工程や実使用段階で樹脂及びガラスの割れや欠けなどの発生があり、不具
合が生じる上に、自由な形状に加工することも出来ない。
【０００５】
　特許文献３に記載された近赤外線吸収フィルタは近赤外線吸収色素を利用している。し
かしながら近赤外線吸収色素は近赤外領域のみならず可視域でも多少の吸収を有するため
、実用レベルまで近赤外域の吸収率を高めると、可視域での吸収率も大きくなり、透過率
が８０％を下回ってしまう。近赤外線吸収フィルタの可視域の透過率が８０％を下回ると
、カラーＣＣＤイメージセンサを含む撮像装置の撮像性能を低下させてしまうという課題
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した従来の技術の課題に鑑み、本発明は薄型化が可能で且つ可視域での透過率が高
い近赤外線吸収フィルタを提供することを目的とする。かかる目的を達成するために以下
の手段を講じた。即ち本発明は、透明基板と、その片面または両面に形成された、近赤外
線に吸収を持つ有機膜層及び近赤外線を遮断する無機膜層とを有する近赤外線吸収フィル
タにおいて、前記有機膜層はその可視域での透過率を９０％以上にし、近赤外域での透過
率を２０％～６０％にしたことを特徴とする。
【０００７】
　好ましくは、前記有機膜層は、近赤外線吸収色素が少なくとも１種類含有されているポ
リマー組成物からなる。この場合、前記ポリマー組成物は、ポリエステル樹脂、ポリアク
リル樹脂、またはポリイミド樹脂から選ばれたプラスチックス樹脂が好ましい。又前記無
機膜層は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に重ねた多層膜からなる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明にかかる近赤外線吸収フィルタは、透明基板の片面または両面に、近赤外線に吸
収を持つ有機膜層及び近赤外線を遮断する無機膜層が形成されている。有機膜層はその可
視域での透過率を９０％以上に設定する一方、近赤外域の透過率を２０％～６０％に設定
している。この様な有機膜層は近赤外線吸収色素を少なくとも１種類含有したポリマー組
成物からなる。一方無機膜層は、低屈折率の誘電体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に重ね
た光学多層膜からなり、多重反射による光干渉を利用して近赤外線を選択的に遮断する一
方、可視光線を選択的に透過している。この様に、本発明は近赤外線吸収色素を含有した
有機膜層と光学多層膜からなる無機膜層とを組み合わせることで、薄型化を達成すると共
に、可視域での透過率を高くしている。本発明の近赤外線吸収フィルタは、例えば厚みｔ
＝０．１ｍｍのポリエステルフィルム基材上に作成可能であり、カラーＣＣＤイメージセ
ンサを含む撮像装置の薄型化が実現できる。またフィルタの割れや欠けなどの発生もなく
、形状も自由に選択できる。さらに本発明の近赤外線吸収フィルタは、近赤外域の透過率
を実用レベルの５％以下にまで下げることが出来る。この場合でも可視域における透過率
は９０％以上を保つことが可能であり、カラーＣＣＤイメージセンサを含む撮像装置の撮
像性能を低下させることなく、薄型化を実現できる。
【０００９】
　なお、本発明のように有機膜層と無機膜層とを組み合わせることなく、無機膜層のみで
も所望の光学特性（可視域における高い透過率と近赤外域における高い吸収率）を得るこ
とは可能である。しかしながら無機膜層単独の場合光学多層膜の積層数が多くなり、無機
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膜層が相当厚くなってしまう。膜厚が大きくなると、０．１ｍｍ程度の基板では膜の剥離
やクラック（ひび割れ）が生じる。これは無機膜層の膜応力や無機膜層と基材フィルムと
の間の熱膨張係数の違いなどが原因である。これに対し本発明では、有機膜層を併用する
ことで、ある程度近赤外素子域での透過率を抑えることが出来、無機膜層に要求される光
学特性（近赤外素子域における低い透過率）を軽減できるため、無機膜層を構成する光学
多層膜の層数を少なく出来、結果的に膜厚が薄くて済む。
【００１０】
　逆に、有機膜層単独で赤外線吸収フィルタを作成すると、近赤外素子域だけでなく可視
域の透過率も低下してしまう。即ち有機膜層に含まれる近赤外線吸収色素は、近赤外線だ
けでなく可視光も多少吸収してしまう。本発明では有機膜層に無機膜層を併用することで
、有機膜層自体は近赤外域の透過率を２０％～６０％程度にすればよく、これに応じて可
視域での透過率を９０％以上確保できる。以上により、例えば厚みが０．１ｍｍ程度のＰ
ＥＴフィルム基材上においても、膜剥離やクラックがなく、且つ近赤外線の阻止域での透
過率が低く、可視域での透過率が高い近赤外線吸収膜を成膜することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は本発明にかかる近赤外
線吸収フィルタの層構成を示す模式的な断面図である。図示する様に、本発明にかかる近
赤外線吸収フィルタは、透明基板１と、その片面または両面に形成された有機膜層２およ
び無機膜層３，４とで構成されている。図示の実施形態は、透明基板１の片面に有機膜層
２が形成されており、さらに透明基板１の両面に無機膜層３，４が形成されている。但し
本発明はこれに限られるものではない。例えば透明基板１の上面に有機膜層２を形成する
一方、透明基板１の下面に無機膜層を形成するものであっても良い。あるいは、透明基板
１の上面に有機膜層及び無機膜層を形成し、透明基板の下面にも同様に有機膜層及び無機
膜層を形成しても良い。成膜の順番についても、図１の実施形態は先に有機膜層を形成し
その後無機膜層を形成しているが、逆であっても良い。
【００１２】
　有機膜層２は近赤外線に吸収を持つ。無機膜層３，４はそれぞれ近赤外線を遮断する。
特徴事項として、有機膜層２は、その可視域での透過率を９０％以上にし、近赤外域の透
過率を２０％～６０％に設定している。特に可視域での透過率を９０％以上と高く確保す
ることで、撮像装置などに近赤外線吸収フィルタを適用した場合、撮像性能を損なわない
ようにしている。この有機膜層２は近赤外線吸収色素が少なくとも１種類含有されている
ポリマー組成物からなる。このポリマー組成物は、例えばポリエステル樹脂、ポリアクリ
ル樹脂またはポリイミド樹脂等のプラスチック樹脂を使うことが出来る。
【００１３】
　図２は、図１に示した近赤外線吸収フィルタに含まれる無機膜層３，４の具体的な構成
を表す模式的な断面図である。図示する様に、無機膜層３，４はいずれも低屈折率の誘電
体膜と高屈折率の誘電体膜を交互に重ねた多層膜からなる。図示の実施形態は、低屈折率
の誘電体膜としてＳｉＯ２膜を用いており、その屈折率ｎ＝１．４５である。一方高屈折
率の誘電体膜はＴｉＯ２膜からなり、その屈折率ｎ＝２．３０である。但し本発明はこれ
に限られるものではなく、様々な屈折率を有する無機膜を、低屈折率誘電体膜と高屈折率
誘電体膜とで使い分け、図示の多層膜を形成することが出来る。無機膜層３，４を構成す
る光学多層膜は膜の層数及び個々の誘電体膜の厚みを適切に設定することで、多重干渉を
利用して、選択的に可視光を透過する一方近赤外光を遮断することが可能である。
【００１４】
　図１に示した近赤外線吸収フィルタの製造方法の実施例を詳細に説明する。まず最初に
透明基板１を用意する。この透明基板は例えばポリエステルフィルム基材からなり、その
厚みは、ｔ＝０．１ｍｍである。但し本発明はこれに限られるものではなく、透明基板１
は他の透明樹脂フィルム機材を用いることが出来、厚みｔも適切に設定する。
【００１５】
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　続いて透明基板１の片面側に有機膜層２を成膜する。本実施例では適切な塗剤を作成し
、透明基板１の片面にコーティングした。塗剤（塗布液）は、アクリル樹脂バインダと近
赤外線吸収色素を適切な割合で混合し、溶解可能な溶媒に均一に溶かして調製する。具体
的には、アクリルバインダ（株式会社日本触媒製ハルスハイブリッドＩＲ－Ｇ２０５）１
０ｇと、波長８２６ｎｍ～８５０ｎｍに吸収を有する近赤外線吸収色素ＳＤＡ６１０４（
Ｈ．Ｗ．ＳＡＮＤＳ　ＣＯＲＰ．）７４．２ｍｇと、波長７２６ｎｍ～７５０ｎｍに吸収
を有する近赤外線吸収色素ＳＤＡ６８２５（Ｈ．Ｗ．ＳＡＮＤＳ　ＣＯＲＰ．）２３．２
ｍｇとを、シクロヘキサン４０ｍｌに溶かして、所望の塗布液を作成した。
【００１６】
　この塗布液を１．０μｍの厚みとなるようにコーティングして、透明基板１の上に有機
膜層２を形成した。
【００１７】
　コーティング手段は、塗工機、またはスピンコータなどの薄膜塗工装置を用いるか、ス
プレーやディッピングなどの手法を用いることが出来る。スピンコータは、基板１を回転
させ中央に塗布液を滴下して、遠心力により均一な膜厚に塗工を行う。塗工機は、基板１
の上に塗布液を落としながらヘッドによって均一な膜厚に塗工を行う。あるいは基板の下
側に毛細管現象を利用して塗布液を引き上げながらコーティングする方法もある。ディッ
ピングは、塗布液に基板を浸し、引き上げることによって均一な膜厚に塗工を行う。これ
ら全てのコーティング方法において、溶媒が蒸発して樹脂バインダが固まることにより、
有機膜層２を形成することが基本となっている。
【００１８】
　図３Ａは、上述のようにして作成された有機膜層２の分光光学特性を示すグラフである
。このグラフは横軸に波長（ｎｍ）を取り、縦軸に透過率（％）を取ってある。グラフか
ら明らかなように、この有機膜層２は可視域（４００～７００ｎｍの波長領域）において
、透過率が平均で９０％以上となっている。一方近赤外域（７００～９００ｎｍ）の波長
領域で、透過率が４０％程度に調整されている。この様な分光特性が得られるように、有
機膜層２の膜厚と、塗布液の組成を決める。塗布液の組成は、主として樹脂バインダに対
する近赤外線吸収色素の添加量で決まる。この有機膜層２は可視域で９０％以上と高い透
過率を有することが特徴となっている。その分、近赤外域における透過率は４０％を中心
にして±２０％の範囲に収まればよい。図３Ｂは、有機膜層２の透過率を近赤外域で上限
の６０％に調整した場合と下限の２０％に調整した場合の光学特性カーブを示すグラフで
ある。
【００１９】
　次に無機膜層３の成膜を詳細に説明する。本実施例では、先に形成された有機膜層２の
上に重ねて無機膜層３を真空蒸着法によって形成している。なお本発明はこれに限られる
ものではなく、真空蒸着法に代えてイオンプレーティング法、イオンアシスト法、スパッ
タ法などのＰＶＤ手法を利用することが出来る。まず屈折率がｎ＝１．４５のＳｉＯ２膜
を真空蒸着で所定の厚みに成膜する。続いて屈折率がｎ＝２．３０のＴｉＯ２膜を同じく
真空蒸着法で所定の厚みに成膜する。この様な低屈折率光学膜と高屈折率光学膜を交互に
１１層まで積層して、所望の無機膜層３を形成している。１１層で総厚は１０８８ｎｍと
なる。
【００２０】
　無機膜層４も、無機膜層３と同様の手法で透明基板１の反対側の面に形成する。この無
機膜層４はＳｉＯ２膜とＴｉＯ２膜を所定の厚みで交互に１３層重ねたもので、１３層の
総厚は１５９１ｎｍである。
【００２１】
　図４は、このようにして作成した無機膜層３及び無機膜層４の分光特性を示すグラフで
ある。図３のグラフと同様に、横軸に波長（ｎｍ）を取り、縦軸に透過率（％）を取って
ある。無機膜層３は低屈折率誘電体膜と高屈折率誘電体膜を積層した光学多層膜で、各層
の屈折率や膜厚及び積層数を適宜調整することで、所望の分光特性が得られる。無機膜層
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３は可視域で９０％程度の透過率となる一方、７００～８５０ｎｍの波長領域で１０％程
度の透過率となっている。一方、無機膜層４は８００ｎｍ以下の波長域で比較的高い透過
率を示す一方、８５０ｎｍ以上の波長域で、透過率が１０％以下となっている。これらの
無機膜層３，４は近赤外域で１０％程度の透過率である。これを５％程度の透過率まで下
げるためには、積層数を増やさなければならない。しながら、無機膜層を構成する誘電体
膜の積層数を増やすと、クラックなどの問題が生じる。本発明では、無機膜層を構成する
誘電体膜の積層数が１０層程度で、その分透過率が１０％程度になっている。
【００２２】
　図５は、最終的に得られた近赤外線吸収フィルタの分光特性を示すグラフである。換言
すると、有機膜層２と無機膜層３，４を重ねた積層の分光特性である。グラフから明らか
なように、本発明の近赤外線吸収フィルタは可視域で９０％を超える高い透過率を有する
一方、近赤外域の透過率は５％以下で十分に実用的なレベルで近赤外線をカットしている
。この様な実用的に優れた分光特性は、本発明にしたがって有機膜層と無機膜層を組み合
わせたことで実現している。有機膜層は可視域で高い透過率を有するように調製されてお
り、これによって可視域で高い透明性が得られる。一方近赤外域では無機膜層が呈する若
干高めの透過率１０％をこれに有機膜層を重ねることで、実用的な５％まで下げている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明にかかる近赤外線吸収フィルタの基本的な構成を示す模式的な断面図であ
る。
【図２】同じく本発明にかかる近赤外線吸収フィルタの実施形態を示す断面図である。
【図３Ａ】有機膜層の分光特性を示すグラフである。
【図３Ｂ】同じく有機膜層の分光特性を示すグラフである。
【図４】無機膜層の分光特性を示すグラフである。
【図５】本発明にかかる近赤外線吸収フィルタの分光特性を示すグラフである。
【符号の説明】
【００２４】
　１・・・透明基板、２・・・有機膜層、３・・・無機膜層、４・・・無機膜層
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