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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光透過性基材、前記光透過性基材の一方の面にハードコート層（Ａ）及びハードコート層
（Ｂ）をこの順に有する光学積層体であって、
前記ハードコート層（Ｂ）は、前記ハードコート層（Ａ）と接している部分から順に、無
機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）とを有し、
前記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）との境界は凹凸形状で
あり、前記凹凸形状は、前記無機微粒子の有無によって形成されており、
前記無機微粒子は、可視光波長よりも小さい粒径を有する
ことを特徴とする光学積層体。
【請求項２】
無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、無機微粒子含有領域（Ｂ２）のバインダー樹脂を主成
分とし、かつ、可視光波長以上の平均厚さを有する請求項１記載の光学積層体。
【請求項３】
ハードコート層（Ａ）の硬度（Ｈａ）と、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）の硬度（Ｈｂ１
）と、無機微粒子含有領域（Ｂ２）の硬度（Ｈｂ２）とが、下記式（１）を満たす請求項
１又は２記載の光学積層体。
Ｈａ≦Ｈｂ１＜Ｈｂ２　　　（１）
【請求項４】
無機微粒子のハードコート層（Ｂ）中の含有量が１０～８０質量％である請求項１、２又
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は３記載の光学積層体。
【請求項５】
偏光素子を有する偏光板であって、
前記偏光板は、前記偏光素子の表面に請求項１、２、３又は４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６】
最表面に請求項１、２、３若しくは４記載の光学積層体、又は、請求項５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）等の画像表示装置の最表面には、防眩性、反射防止性や帯電防止性
等の種々の性能を有する機能層からなる光学積層体が設けられている。
【０００３】
このような光学積層体において、ハードコート性を付与する場合、例えば、光透過性基材
上に無機微粒子を含むハードコート層を形成する方法が知られている（特許文献１）。
そのようなハードコート層を単層で作製する場合、上記ハードコート層の膜厚を大きくす
る必要がある。しかし、上記膜厚を大きくすると、光学積層体はカール（反り）しやすく
なり、上記光学積層体を偏光素子に貼り付けて偏光板を作製する際、ロールによる貼り付
けが困難となるといった問題があった。また、厚いハードコート層に含ませる無機微粒子
量も多くなることから、コストの面で不利であった。
【０００４】
これに対して、ハードコート層を２層にした光学積層体が知られている（特許文献２）。
しかしながら、少量の無機微粒子の添加でハードコート性を付与するために、例えば、上
層（表面側）に無機微粒子を添加すると、上記上層と下層との間に屈折率差が生じる。こ
のため、上記光学積層体を使用して偏光板を形成した場合に、干渉縞が発生して外観不良
になるといった問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平２－１６０５４３号公報
【特許文献２】特開平５－８３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記現状に鑑み、干渉縞が発生せず、ハードコート性、帯電防止性及び反射防
止性に優れた光学積層体を安価で提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、光透過性基材、上記光透過性基材の一方の面にハードコート層（Ａ）及びハー
ドコート層（Ｂ）をこの順に有する光学積層体であって、上記ハードコート層（Ｂ）は、
上記ハードコート層（Ａ）と接している部分から順に、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と
無機微粒子含有領域（Ｂ２）とを有し、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子
含有領域（Ｂ２）との境界は凹凸形状であり、上記凹凸形状は、上記無機微粒子の有無に



(3) JP 5476843 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

よって形成されており、上記無機微粒子は、可視光波長よりも小さい粒径を有することを
特徴とする光学積層体である。
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、無機微粒子含有領域（Ｂ２）のバインダー樹脂を
主成分とし、かつ、可視光波長以上の平均厚さを有することが好ましい。
上記ハードコート層（Ａ）の硬度（Ｈａ）と、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）の硬度（Ｈ
ｂ１）と、無機微粒子含有領域（Ｂ２）の硬度（Ｈｂ２）とが、下記式（１）を満たすこ
とが好ましい。
Ｈａ≦Ｈｂ１＜Ｈｂ２　　　（１）
上記無機微粒子のハードコート層（Ｂ）中の含有量が１０～８０質量％であることが好ま
しい。
 
【０００８】
本発明はまた、偏光素子を有する偏光板であって、上記偏光板は、上記偏光素子の表面に
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。
以下に本発明について詳細に説明する。
【０００９】
図１は、本発明の光学積層体の断面の模式図である。図１に示すように、本発明の光学積
層体は、光透過性基材１、光透過性基材１の一方の面にハードコート層（Ａ）２及びハー
ドコート層（Ｂ）３をこの順に有し、ハードコート層（Ｂ）３は、無機微粒子非含有領域
（Ｂ１）４と無機微粒子含有領域（Ｂ２）５とを有する。
具体的には、本発明の光学積層体では、ハードコート層（Ｂ）３が、無機微粒子非含有領
域（Ｂ１）４と無機微粒子含有領域（Ｂ２）５とを特定の層構成で有する。このため、硬
度が高く、ハードコート性に優れた光学積層体とすることができる。
また、本発明において、無機微粒子含有領域（Ｂ２）５と無機微粒子非含有領域（Ｂ１）
４及びハードコート層（Ａ）２とは、硬度の異なる層であるので、その結果、硬度の低い
層がいわゆる緩衝層となり、この緩衝層と硬度の高い層との組み合わせにより、ハードコ
ート性がより優れた光学積層体とすることができる。
【００１０】
更に、本発明の光学積層体では、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）４と無機微粒子含有領域
（Ｂ２）５との境界は凹凸形状である。このため、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）４と無
機微粒子含有領域（Ｂ２）５とに屈折率差があっても上記凹凸形状が存在することで干渉
縞が発生しない。更に、ハードコート層（Ａ）２と光透過性基材１及び／又は無機微粒子
非含有領域（Ｂ１）４との界面で干渉縞が生じた場合であっても、上記凹凸形状による拡
散により上記干渉縞を軽減することが可能となり、外観が良好な光学積層体とすることが
できるのである。
なお、本発明の光学積層体において、上記「無機微粒子非含有領域（Ｂ１）４と無機微粒
子含有領域（Ｂ２）５との境界は凹凸形状である」とは、本発明の光学積層体の厚さ方向
の断面を観察した場合に、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）４と無機微粒子含有領域（Ｂ２
）５との境界に凹凸形状が観察されることをいう。
【００１１】
本発明の光学積層体は、光透過性基材１とハードコート層（Ａ）２、ハードコート層（Ａ
）２とハードコート層（Ｂ）３の間に界面を生じる可能性がある。界面は、各層の間にお
いて、物理的又は化学的に親和することがない場合に生じる。特に、各層の屈折率差が大
きく影響し、干渉縞を生じ外観不良になることがある。これに対し、本発明の光学積層体
は、上述の凹凸形状が存在するため干渉縞を軽減でき、外観が良好となる。
また、この凹凸形状は、無機微粒子の有無によって形成されており、無機微粒子非含有領
域（Ｂ１）４と無機微粒子含有領域（Ｂ２）５の間に明らかな界面はない。凹部にはバイ
ンダー樹脂中に無機微粒子が分散した領域が存在し、凸部はバインダー樹脂だけからなり
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無機微粒子が存在しない。このような凹凸形状であるため、界面の存在に起因する迷光な
どの問題も生じず、より好ましい光学積層体とすることができるのである。なお、上記境
界は、無機微粒子の有無によるものなので、ハードコート層（Ｂ）３の断面を観察すると
、該境界は、点状、線状両方が混在するか又は点状であり、完全な線状（界面）にはなら
ない。
【００１２】
更に、本発明では、ハードコート層を２層に分け、無機微粒子を上記無機微粒子含有領域
（Ｂ２）５にのみ含有させている。すなわち、本発明では、上記無機微粒子を必要な箇所
に最小限で含有させているため、コストの面においても有利なものとなる。
本発明の光学積層体の各構成について以下に詳細に説明する。
【００１３】
＜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。
上記光透過性基材としては、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
。
上記光透過性基材を形成する材料の具体例としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレンナフタレ
ート、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、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（ＰＰ）、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、シクロオレフィンコポ
リマー（ＣＯＣ）、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、ポリエチレンテレフタレート、あるいはトリア
セチルセルロースを挙げることができる。
【００１４】
上記光透過性基材の厚さは、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。
上記光透過性基材は、その上に形成する層との接着性を向上させるために、コロナ放電処
理、ケン化、酸化処理等の物理的な処理の他、アンカー剤又はプライマー等の塗料の塗布
を予め行ってもよい。
【００１５】
＜ハードコート層（Ａ）＞
本発明の光学積層体は、上記光透過性基材上に、ハードコート層（Ａ）を有する。
上記ハードコート層（Ａ）を形成するためのバインダー樹脂としては、透明性のものが好
ましく、例えば、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（熱可塑性樹脂等、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
硬化性樹脂を挙げることができる。より好ましくは電離放射線硬化型樹脂である。なお、
本明細書において、「樹脂」は、モノマー、オリゴマー等の樹脂成分も包含する概念であ
る。
【００１６】
上記電離放射線硬化型樹脂としては、例えば、アクリレート系の官能基を有する化合物等
の１又は２以上の不飽和結合を有する化合物を挙げることができる。１の不飽和結合を有
する化合物としては、例えば、エチル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）ア
クリレート、スチレン、メチルスチレン、Ｎ－ビニルピロリドン等を挙げることができる
。２以上の不飽和結合を有する化合物としては、例えば、ポリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート、ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリ
スリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレ
ート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（
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メタ）アクリレート等の多官能化合物、及び、上記多官能化合物と（メタ）アクリレート
等との反応生成物（例えば、多価アルコールのポリ（メタ）アクリレートエステル）、等
を挙げることができる。なお、本明細書において「（メタ）アクリレート」は、メタクリ
レート及びアクリレートを指すものである。
【００１７】
また、上記電離放射線硬化型樹脂として、不飽和二重結合を有する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、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂等も
使用することができる。
【００１８】
上記電離放射線硬化型樹脂は、溶剤乾燥型樹脂と併用して使用することもできる。溶剤乾
燥型樹脂を併用することによって、塗布面の被膜欠陥を有効に防止することができ、これ
によってより優れた艶黒感を得ることができる。上記電離放射線硬化型樹脂と併用して使
用することができる溶剤乾燥型樹脂としては特に限定されず、一般に、熱可塑性樹脂を使
用することができる。
【００１９】
上記熱可塑性樹脂としては、特に限定されず、例えば、スチレン系樹脂、（メタ）アクリ
ル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、ビニルエーテル系樹脂、ハロゲン含有樹脂、脂環式オレフ
ィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロ
ース誘導体、シリコーン系樹脂及びゴム又はエラストマー等を挙げることができる。上記
熱可塑性樹脂は、非結晶性で、かつ有機溶剤（特に複数のポリマーや硬化性化合物を溶解
可能な共通溶剤）に可溶であることが好ましい。特に、製膜性、透明性や耐候性に優れる
という観点から、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂、脂環式オレフィン系樹脂、
ポリエステル系樹脂、セルロース誘導体（セルロースエステル類等）等が好ましい。
【００２０】
本発明の光学積層体において、上記光透過性基材の材料がトリアセチルセルロース（ＴＡ
Ｃ）等のセルロース系樹脂の場合、上記熱可塑性樹脂の好ましい具体例として、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、アセチルブチルセルロース、エチルセ
ルロース、メチルセルロース等のセルロース誘導体等が挙げられる。セルロース系樹脂を
用いることにより、光透過性基材やハードコート層との密着性や透明性を向上させること
ができる。
更に、上述のセルロース系樹脂の他に、酢酸ビニル及びその共重合体、塩化ビニル及びそ
の共重合体、塩化ビニリデン及びその共重合体等のビニル系樹脂、ポリビニルホルマール
、ポリビニルブチラール等のアセタール樹脂、アクリル樹脂及びその共重合体、メタアク
リル樹脂及びその共重合体等のアクリル系樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポ
リカーボネート樹脂等が挙げられる。
【００２１】
上記熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メラ
ミン樹脂、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
等を挙げることができる。
【００２２】
上記ハードコート層（Ａ）は、上記バインダー樹脂の他に、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、光重合開始剤、レベリング剤、架橋剤
、硬化剤、重合促進剤、紫外線吸収剤、衝撃吸収剤、粘度調整剤、有機帯電防止剤等を挙
げることができる。
【００２３】
上記ハードコート層（Ａ）は、上記バインダー樹脂、その他の成分及び溶剤を均一に混合
して調製されたハードコート層（Ａ）用組成物を使用して形成することができる。
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上記混合は、ペイントシェーカー、ビーズミル、ニーダー等の公知の装置を使用して行う
とよい。
【００２４】
上記溶剤としては、水、アルコール（例、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）、ケトン（例、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、
シクロペンタノン、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）、エステル（例、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）、脂肪族炭化水素（例、ヘキサ
ン、シクロヘキサン）、ハロゲン化炭化水素（例、メチレンクロライド、クロロホルム、
四塩化炭素）、芳香族炭化水素（例、ベンゼン、トルエン、キシレン）、アミド（例、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）、エーテル（例、
ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン）、エーテルアルコール（例、１－
メトキシ－２－プロパノール）等を挙げることができる。
【００２５】
上記ハードコート層（Ａ）用組成物に使用する溶剤は、浸透性溶剤であることが好ましい
。
上記浸透性溶剤とは、その溶剤を含む組成物を塗工する光透過性基材に対して、湿潤性、
膨潤性を発現できる溶剤や、更に、光透過性基材の中に浸透することのできる溶剤をいう
。上記浸透性溶剤を使用することにより、光透過性基材とハードコート層（Ａ）との界面
を実質的に無くすことができるため、層間密着性を良好にし、また干渉縞の発生を防ぐこ
とができる。
例えば、上記光透過性基材としてトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）基材を使用する場合
の上記浸透性溶剤としては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチル
イソブチルケトン、ジアセトンアルコール等のケトン類；蟻酸メチル、酢酸メチル、酢酸
エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル等のエステル類；ニトロメタン、アセトニトリル、Ｎ－
メチルピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等の含窒素化合物；メチルグリコール
、メチルグリコールアセテート等のグリコール類；テトラヒドロフラン、１，４―ジオキ
サン、ジオキソラン、ジイソプロピルエーテル等のエーテル類；塩化メチレン、クロロホ
ルム、テトラクロルエタン等のハロゲン化炭化水素；メチルセロソルブ、エチルセロソル
ブ、ブチルセロソルブ、セロソルブアセテート等のグリコールエーテル類；その他、ジメ
チルスルホキシド、炭酸プロピレンが挙げられ、又は、これらの混合物が挙げられる。な
かでも、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、メチルイソブチル
ケトン及びシクロヘキサノン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。
【００２６】
上記ハードコート層（Ａ）の形成方法は、公知の方法に従うとよい。例えば、上記ハード
コート層（Ａ）用組成物を上記光透過性基材上に塗布して被膜を形成し、必要に応じて乾
燥させた後、上記被膜を硬化させるとよい。
上記塗布して被膜を形成する方法としては、例えば、スピンコート法、ディップ法、スプ
レー法、ダイコート法、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公知の各種方法を挙げることがで
きる。
【００２７】
上記被膜の硬化方法は、上記組成物の内容等に応じて適宜選択すれば良い。例えば、上記
組成物が紫外線硬化型のものであれば、被膜に紫外線を照射することにより硬化させれば
良い。
【００２８】
上記ハードコート層（Ａ）は、厚さが１～１０μｍであることが好ましい。上記厚さが　
１μｍ未満であると、本発明の光学積層体のハードコート性が不充分となるおそれがある
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。上記厚さが１０μｍを超えると、カールが激しく偏光板化加工が困難になるおそれがあ
る。上記厚さは、２～８μｍであることがより好ましい。
上記厚さは、光学積層体の断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ、ＳＴＥＭ）で観察し、測
定した値である。
【００２９】
＜ハードコート層（Ｂ）＞
本発明の光学積層体は、上記ハードコート層（Ａ）の上にハードコート層（Ｂ）を有する
。
上記ハードコート層（Ｂ）は、上記ハードコート層（Ａ）と接している部分から順に、無
機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）とを有する。
本発明の光学積層体では、無機微粒子を含む無機微粒子含有領域（Ｂ２）が表面側（光透
過性基材と反対側）に位置するので、硬度が高くハードコート性に優れたものとなる。ま
た、無機微粒子を含まない無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、無機微粒子含有領域（Ｂ２
）と比較して硬度が低い領域となり、いわゆる緩衝領域となって、光学積層体がカール（
反り）するのを防止し、光学積層体に外部から加えられた力を緩衝させてハードコート性
をより優れたものとすることができる。
更に、上記ハードコート層（Ｂ）では、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子
含有領域（Ｂ２）との境界が凹凸形状である。上記凹凸形状が存在することにより、上記
無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）との屈折率差による干渉縞
の発生を防ぐことができる。また、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有
領域（Ｂ２）との間に界面が存在しないため、反射によるコントラストの低下や迷光の発
生も防止できる。
【００３０】
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、上記ハードコート層（Ａ）と上記無機微粒子含有
領域（Ｂ２）との間に位置する層である。
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、無機微粒子を含まない層である。無機微粒子を含
まない無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と後述する無機微粒子を含む無機微粒子含有領域（
Ｂ２）とを有する特定の構成とすることにより、本発明の所望の効果を得ることができる
。
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）のバインダー樹
脂を主成分とするものであることが好ましい。
【００３１】
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、可視光波長以上の平均厚さを有することが好まし
い。上記可視光波長未満の平均厚さであると、干渉縞を抑制出来なくなるおそれがある。
具体的には、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）の平均厚さは、５００ｎｍ以上であるこ
とが好ましい。５００ｎｍ未満であると、干渉縞を抑制出来なくなるおそれがある。
なお、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）は、上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）に含まれ
る無機微粒子の存在の有無により凹凸形状が形成されている。このため、上記無機微粒子
非含有領域（Ｂ１）の平均厚さとは、光学積層体の厚さ方向の断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ
，ＴＥＭ，ＳＴＥＭ）により観察して、ハードコート層（Ａ）とハードコート層（Ｂ）と
の界面と、凸部の山頂又は凹部の谷底との距離を一定範囲において測定して得られた値の
平均値を意味する。
【００３２】
上記凹凸形状としては、凸部の間隔が可視光波長以上である凹凸形状であることが好まし
い。上記凸部の間隔が可視光波長以上であると、上記凹凸形状部分に入射した光が適度に
散乱され、干渉縞の発生を防止することができるからである。
【００３３】
上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）は、無機微粒子を含む。
上記無機微粒子を含む上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）は、上記無機微粒子非含有領域（
Ｂ１）やハードコート層（Ａ）と比較して、より高い硬度を有する。このような無機微粒
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子含有領域（Ｂ２）をより表層側に位置させることにより、光学積層体の表面の硬度を高
め、耐擦傷性を高めることができる。また、本発明の光学積層体が、硬度の異なる層が組
み合わされることとなるため、ハードコート性に優れたものとすることができる。
【００３４】
上記無機微粒子は、可視光波長よりも小さい粒径を有する。上記無機微粒子の粒径が可視
光波長以上であると、透明性が低下するからである。具体的には、上記無機微粒子の平均
一次粒子径は、１～２００ｎｍであることがより好ましい。１ｎｍ未満であると、硬度が
得られないおそれがある。２００ｎｍを超えると、ヘイズ値が上昇するおそれがある。上
記平均一次粒子径は、５～１５０ｎｍであることが更に好ましい。
なお、上記平均一次粒子径は、本発明の光学積層体の断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ
、ＳＴＥＭ）で観察し、測定して得られる値である。
【００３５】
光学積層体における上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）の光透過性基材側と反対側面にさら
に低屈折率反射防止層を積層する構成の場合においては、上記無機微粒子は、屈折率が高
いことが好ましい。後述する低屈折率層を形成した場合に、該低屈折率層との屈折率差を
充分にとることができ上記低屈折率層による反射防止効果をより発揮できるからである。
光学積層体の上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）の光透過性基材側と反対側面にさらに低屈
折率反射防止層を積層しない構成の場合においては、上記無機微粒子は、バインダー樹脂
よりも屈折率が低いことが好ましい。別途低屈折率層を設けなくとも、表面反射率が低下
し視認性のよい光学積層体を得ることができるからである。
また、上述した低屈折率反射防止層の有無に係らず、無機微粒子とバインダー樹脂との間
には屈折率差を有することが好ましい。無機微粒子含有領域（Ｂ２）と無機微粒子非含有
領域（Ｂ１）との間に屈折率差が生じ、光透過性基材及び／又は無機微粒子非含有領域（
Ｂ１）とハードコート層（Ａ）との界面で生じる干渉斑を軽減することができるからであ
る。
【００３６】
上記無機微粒子は、上述した所望の態様に応じて、適切な屈折率を有するものを適宜選択
するとよいが、通常、屈折率が１．２～３．５であることが好ましい。屈折率が１．２～
１．５の無機微粒子を用いる場合は、ハードコート層（Ｂ）を低屈折率化できるために、
別途低屈折率層を設けなくとも、視認性のよい光学積層体を得ることができる。
また、後述する低屈折率層を形成する場合には、よりレベルの高い反射防止効果を得るた
めに、無機微粒子の屈折率は１．５～３．５であることが好ましい。
【００３７】
上記無機微粒子としては、上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）に充分な硬度を付与できるも
のであれば良く、公知の無機微粒子を用いることができる。本発明の光学積層体では、上
記無機微粒子は、導電性無機微粒子であることが好ましい。本発明の光学積層体に帯電防
止性を付与できるからである。
【００３８】
上記無機微粒子としては、具体的には、ＳｉＯ２（屈折率１．２０～１．４５：多孔質、
中空等全ての形態を含む）、ＭｇＦ（屈折率１．３８）、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）、ＳｎＯ

２（１．９９７）、ＣｅＯ２（１．９５）、酸化インジウム錫（略称ＩＴＯ；１．９５）
、Ｉｎ２Ｏ３（２．００）、Ａｌ２Ｏ３（１．６３～１．７６）、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）、Ｔｉ
Ｏ２（ルチル型：２．７１）等を挙げることができる。無機微粒子のなかでも、帯電防止
性、屈折率及び硬度を光学積層体に好適に付与したい場合は、ＡＴＯあるいはＳｎＯ２で
あることが好ましい。
【００３９】
上記無機微粒子は、単分散のものであってもよいが、数珠状のものであることがより好ま
しい。数珠状であると、少量の添加でハードコート性や上述の帯電防止性を好適に付与で
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き、かつ、光学積層体の光透過性を低下させるおそれがない。更に、上記無機微粒子が数
珠状であることで、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）と
をハードコート層（Ｂ）中に好適に形成することができる。このことは後述する。
なお、上記数珠状とは、上記無機微粒子が３～１００個繋がっている状態をいい、上記繋
がっている状態は、直鎖状であってもよいし枝状であってもよい。
【００４０】
上記無機微粒子は、有機処理を施したものであってもよい。特に、反応性基を有する有機
処理をした場合、バインダー樹脂とも反応して架橋することで、ハードコート性能が向上
するため好ましい。
上記有機処理としては、上記無機微粒子の表面に化合物を化学的に結合させる方法や、上
記無機微粒子の表面とは化学的な結合なしに、無機微粒子を形成する組成物にあるボイド
などに浸透させるような物理的な方法が挙げられ、どちらを使用してもよい。
一般的には、上記有機処理としては、水酸基又はシラノール基等のシリカ表面の活性基を
利用する化学的処理法が、処理効率の観点で好ましく用いられる。処理に使用する化合物
としては、上述活性基と反応性の高いシラン系、シロキサン系、シラザン系材料などが用
いられる。例えば、メチルトリクロロシラン等の、直鎖アルキル単基置換シリコーン材料
、分岐アルキル単置換シリコーン材料、或いはジ－ｎ－ブチルジクロロシラン、エチルジ
メチルクロロシラン等の多置換直鎖アルキルシリコーン化合物や、多置換分岐鎖アルキル
シリコーン化合物が挙げられる。同様に、直鎖アルキル基若しくは分岐アルキル基の単置
換、多置換シロキサン材料、シラザン材料も有効に使用することができる。
必要機能に応じ、アルキル鎖の末端、乃至中間部位に、ヘテロ原子、不飽和結合基、環状
結合基、芳香族官能基等を有するものを使用してもよい。
【００４１】
上記無機微粒子の含有量は、上記ハードコート層（Ｂ）中１０～８０質量％であることが
好ましい。１０質量％未満であると、本発明の光学積層体のハードコート性等が劣ること
がある。８０質量％を超えると、無機微粒子含有層の透明性の低下や硬度の低下のおそれ
がある。上記含有量は、１５～６０質量％であることがより好ましい。
【００４２】
上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）及び上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）を有するハード
コート層（Ｂ）は、バインダー樹脂及び上記無機微粒子を含むハードコート層（Ｂ）用組
成物を使用して形成することができる。
上記ハードコート層（Ｂ）を形成するためのバインダー樹脂としては、上述したハードコ
ート層（Ａ）を形成するためのバインダー樹脂と同様の樹脂を挙げることができる。なか
でも、上記ハードコート層（Ｂ）を形成するためのバインダー樹脂としては、上記ハード
コート層（Ａ）のバインダー樹脂と相容性がある樹脂であることが好ましい。特に、ハー
ドコート層（Ａ）のバインダー樹脂と同じ樹脂を用いた場合は、密着性が向上し、干渉縞
の原因になる界面も目立たなくなるため好ましい。また、上記ハードコート層（Ｂ）のバ
インダー樹脂と上記ハードコート層（Ａ）のバインダー樹脂とが同じである場合は、無機
微粒子非含有領域（Ｂ１）の硬度は、上記ハードコート層（Ａ）の硬度とほぼ同じになり
、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と上記ハードコート層（Ａ）とは、共に緩衝領域と
して機能し、ハードコート性がより優れた光学積層体とすることができる。
【００４３】
上記ハードコート層（Ｂ）用組成物は、上記ハードコート層（Ｂ）を形成するためのバイ
ンダー樹脂と、上記無機微粒子と、必要に応じてその他の成分とを溶剤と混合して調製す
ることができる。
上記その他の成分及び溶剤としては、上述したハードコート層（Ａ）用組成物に使用でき
るその他の成分及び溶剤を挙げることができる。また、帯電防止性を向上させるため、上
記無機導電性微粒子とともに、有機帯電防止剤を添加してもよい。
上記混合して調製する方法としては、上述したハードコート層（Ａ）用組成物の調製方法
と同様の方法を挙げることができる。
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【００４４】
上記ハードコート層（Ｂ）は、例えば、上記ハードコート層（Ｂ）用組成物を上記ハード
コート層（Ａ）上に、ウェッブ速度と塗布速度とが異なるようにして、せん断力を与える
ように塗布して被膜を形成したのち、乾燥、硬化させることで形成することができる。
ここで、上記ハードコート層（Ｂ）用組成物中では、上記無機微粒子が均一に分散してい
る。しかしながら、硬化後のハードコート層（Ｂ）において無機微粒子非含有領域（Ｂ１
）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）との境界が凹凸形状となるように無機微粒子が分離する
のは、上記被膜の形成において、上記被膜中でハードコート層（Ａ）との間に働くせん断
応力によりハードコート層（Ａ）側の界面付近から無機微粒子が反対側界面の方向に移動
するためであると推察される。このような状態の被膜を乾燥、硬化させることで無機微粒
子非含有領域（Ｂ１）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）とを有するハードコート層（Ｂ）を
形成することができるものと考えられる。また、上記ハードコート層（Ｂ）用組成物の組
成や塗布速度、乾燥方法等を調整することで、形成する無機微粒子非含有領域（Ｂ１）の
厚さ及び凹凸形状を制御することができる。
【００４５】
また、上記ハードコート層（Ｂ）を形成する他の方法としては、例えば、離型性を有する
基材上に上記ハードコート層（Ｂ）用組成物を塗布し、塗液中での無機微粒子の比重差を
利用しつつ対流が生ずるように乾燥させることで、無機微粒子非含有領域（Ｂ１）と無機
微粒子含有領域（Ｂ２）との境界に凹凸形状が形成された後、上記被膜を硬化させてハー
ドコート層（Ｂ）を形成し、その上にハードコート層（Ａ）を形成し、基材にハードコー
ト層（Ａ）面を転写する方法等が挙げられる。ハードコート層（Ｂ）を硬化する場合は、
半硬化であると、ハードコート層（Ａ）との密着性を向上させ、ハードコート間の界面を
生じにくくできるため、好ましい。
【００４６】
上記ハードコート層（Ｂ）用組成物の塗布方法としては、一定のせん断力を被膜にかける
ことができる方法であれば、特に限定されず、上述したハードコート層（Ａ）の形成にお
ける塗布方法と同様の方法を挙げることができる。
上記塗布量は、１．５～１５ｇ／ｃｍ２が好ましい。
上記乾燥方法としては一般的な乾燥方法が用いられるが、具体的には４０～１５０℃の温
風を一定時間吹き付けるあるいは滞留させることにより行う。
上記被膜を硬化させる方法としては、上述したハードコート層（Ａ）の硬化方法と同様の
方法を挙げることができる。
このような方法でハードコート層（Ｂ）を形成することで、無機微粒子非含有領域（Ｂ１
）と無機微粒子含有領域（Ｂ２）とを有するハードコート層（Ｂ）を形成することができ
る。
【００４７】
上記ハードコート層（Ｂ）は、厚さが１～１０μｍであることが好ましい。上記厚さが１
μｍ未満であると、ハードコート性が不十分となるおそれがある。上記厚さが１０μｍを
超えると、カールが激しく偏光板化加工が困難になるおそれがある。上記厚さは、２～８
μｍであることがより好ましい。
上記厚さは、光学積層体の断面を電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＴＥＭ、ＳＴＥＭ）で観察し、測
定した値である。
【００４８】
本発明の光学積層体において、上記ハードコート層（Ａ）の硬度（Ｈａ）と、上記無機微
粒子非含有領域（Ｂ１）の硬度（Ｈｂ１）と、上記無機微粒子含有領域（Ｂ２）の硬度（
Ｈｂ２）とが、下記式（１）を満たすことが好ましい。
　　Ｈａ≦Ｈｂ１＜Ｈｂ２　　　（１）
上記式を満たすことにより、光学積層体として適度な硬度を有し、かつ、カール等の変形
を防ぐことができる。
上記ハードコート層（Ａ）、上記無機微粒子非含有領域（Ｂ１）及び上記無機微粒子含有
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領域（Ｂ２）の硬度については、各層及び領域を形成する成分を含む組成物により単独で
形成したフィルムを用いて、Ｈ・フィッシャー社製表面被膜物性試験機（ピコデンター　
ＨＭ５００）により測定することができる。
【００４９】
＜低屈折率層＞
上記光学積層体は、更に、低屈折率層を有することが好ましい。
上記低屈折率層を形成することにより、反射防止性に優れた光学積層体とすることができ
る。
【００５０】
上記低屈折率層は、上記ハードコート層（Ａ）及び（Ｂ）よりも低い屈折率を有するもの
が好ましい。本発明の好ましい態様によれば、上記ハードコート層（Ａ）及び（Ｂ）の屈
折率が１．５以上であり、低屈折率層の屈折率が１．５未満であることが好ましい。上記
低屈折率層の屈折率は、より好ましくは１．４５以下、更に好ましくは１．３５以下であ
る。
【００５１】
上記低屈折率層は、１）シリカ又はフッ化マグネシウムを含有する樹脂、２）低屈折率樹
脂であるフッ素系材料、３）シリカ又はフッ化マグネシウムを含有するフッ素系材料、４
）シリカ又はフッ化マグネシウムの薄膜、等のいずれかで構成されていてもよい。
【００５２】
上記フッ素系材料とは、少なくとも分子中にフッ素原子を含む重合性化合物又はその重合
体である。上記重合性化合物としては、特に限定されないが、例えば、電離放射線で硬化
する官能基（電離放射線硬化性基）や熱で硬化する極性基（熱硬化極性基）等の硬化反応
性の基を有するものが好ましい。また、これらの反応性の基を同時に併せ持つ化合物でも
よい。
【００５３】
フッ素原子を含有する電離放射線硬化性基を有する重合性化合物としては、エチレン性不
飽和結合を有するフッ素含有モノマーを広く用いることができる。より具体的には、フル
オロオレフィン類（例えばフルオロエチレン、ビニリデンフルオライド、テトラフルオロ
エチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロブタジエン、パーフルオロ－２，２
－ジメチル－１，３－ジオキソールなど）を例示することができる。（メタ）アクリロイ
ルオキシ基を有するものとして、２，２，２－トリフルオロエチル（メタ）アクリレート
、２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロピル（メタ）アクリレート、２－（パーフル
オロブチル）エチル（メタ）アクリレート、２－（パーフルオロヘキシル）エチル（メタ
）アクリレート、２－（パーフルオロオクチル）エチル（メタ）アクリレート、２－（パ
ーフルオロデシル）エチル（メタ）アクリレート、α－トリフルオロメタクリル酸メチル
、α－トリフルオロメタクリル酸エチルのような、分子中にフッ素原子を有する（メタ）
アクリレート化合物；分子中に、フッ素原子を少なくとも３個持つ炭素数１～１４のフル
オロアルキル基、フルオロシクロアルキル基又はフルオロアルキレン基と、少なくとも２
個の（メタ）アクリロイルオキシ基とを有する含フッ素多官能（メタ）アクリル酸エステ
ル化合物などもある。
【００５４】
フッ素原子を含有する熱硬化性極性基を有する重合性化合物としては、例えば、４－フル
オロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体；フルオロエチレン－炭化
水素系ビニルエーテル共重合体；エポキシ、ポリウレタン、セルロース、フェノール、ポ
リイミド等の各樹脂のフッ素変性品などを例示することができる。上記熱硬化性極性基と
しては、例えば、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基等の水素結合形成基が
好ましく挙げられる。これらは、塗膜との密着性だけでなく、シリカなどの無機超微粒子
との親和性にも優れている。
【００５５】
電離放射線硬化性基と熱硬化性極性基とを併せ持つ重合性化合物（フッ素系樹脂）として
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は、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、完全または部分フッ素化ビニルエーテル類、完全または部分フッ素化ビニル
エステル類、完全または部分フッ素化ビニルケトン類等を例示することができる。
【００５６】
フッ素原子を含有する上記重合性化合物の重合体としては、例えば、上記電離放射線硬化
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
レートの如き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；などが挙げられる。
【００５７】
また、これらの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
共重合体も、上記重合性化合物の重合体として用いることができる。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例示できる
。中でもジメチルシロキサン構造を有するものが好ましい。
【００５８】
上記したほか、さらには、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；なども、フッ素系樹脂として
用いることができる。
【００５９】
低屈折率層の形成にあっては、例えば原料成分を含む組成物（屈折率層用組成物）を用い
て形成することができる。より具体的には、原料成分（樹脂等）及び必要に応じて添加剤
（例えば、後述の「空隙を有する微粒子」、重合開始剤、帯電防止剤、防汚剤、防眩剤等
）を溶剤に溶解又は分散してなる溶液又は分散液を、低屈折率層用組成物として用い、上
記組成物による塗膜を形成し、上記塗膜を硬化させることにより低屈折率層を得ることが
できる。なお、重合開始剤、帯電防止剤、防汚剤、防眩剤等の添加剤は、公知のものを使
用することができる。また、有機帯電防止剤を添加することで帯電防止性能を付与できる
。
【００６０】
上記溶剤としては、上述のハードコート層（Ａ）の形成において使用できる溶剤と同様の
溶剤を挙げることができる。なかでも、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、メチルエ
チルケトン（ＭＥＫ）、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、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＰＧＭＥ）、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）が好ましい。
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【００６１】
上記組成物の調製方法は、成分を均一に混合できれば良く、公知の方法に従って実施すれ
ば良い。例えば、上記ハードコート層の形成で上述した公知の装置を使用して混合分散す
ることができる。
低屈折率層の形成方法は、公知の方法に従うとよい。例えば、上記ハードコート層の形成
で上述した各種方法を用いることができる。
【００６２】
上記低屈折率層においては、低屈折率剤として、「空隙を有する微粒子」を利用すること
が好ましい。「空隙を有する微粒子」は低屈折率層の層強度を保持しつつ、その屈折率を
下げることができる。本発明において、「空隙を有する微粒子」とは、微粒子の内部に気
体が充填された構造及び／又は気体を含む多孔質構造体を形成し、微粒子本来の屈折率に
比べて微粒子中の気体の占有率に反比例して屈折率が低下する微粒子を意味する。また、
本発明にあっては、微粒子の形態、構造、凝集状態、被膜内部での微粒子の分散状態によ
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微粒子も
含まれる。この微粒子を使用した低屈折率層は、屈折率を１．２５～１．４５に調節する
ことが可能である。
【００６３】
空隙を有する無機系の微粒子としては、例えば、特開２００１－２３３６１１号公報に記
載された方法によって調製されたシリカ微粒子を挙げることができる。また、特開平７－
１３３１０５号公報、特開２００２－７９６１６号公報、特開２００６－１０６７１４号
公報等に記載された製法によって得られるシリカ微粒子であってもよい。空隙を有するシ
リカ微粒子は製造が容易でそれ自身の硬度が高いため、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、屈折率を１．２０～１．４５程度の範囲内
に調整することを可能とする。特に、空隙を有する有機系の微粒子の具体例としては、特
開２００２－８０５０３号公報で開示されている技術を用いて調製した中空ポリマー微粒
子が好ましく挙げられる。
【００６４】
被膜の内部及び／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微粒子と
しては先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、充填
用のカラム及び表面の多孔質部に各種化学物質を吸着させる除放材、触媒固定用に使用さ
れる多孔質微粒子又は断熱材や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
や凝集体を挙げることができる。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
、日産化学工業社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）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。
【００６５】
「空隙を有する微粒子」の平均粒子径は、５ｎｍ以上３００ｎｍ以下であることが好まし
く、下限が５ｎｍであり上限が１００ｎｍであることがより好ましく、下限が１０ｎｍで
あり上限が８０ｎｍであることが更に好ましい。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可能となる。なお、上記平均粒
子径は、動的光散乱法によって測定した値である。「空隙を有する微粒子」は、上記低屈
折率層中にマトリックス樹脂１００質量部に対して、通常０．１～５００質量部程度、好
ましくは１０～２００質量部程度とするのが好ましい。
【００６６】
低屈折率層の形成においては、上記低屈折率層用組成物の粘度は、好ましい塗布性が得ら
れる０．５～５ｃｐｓ（２５℃）の範囲であることが好ましく、より好ましくは０．７～
３ｃｐｓ（２５℃）である。上記範囲の粘度とすることにより、可視光線の優れた反射防
止膜を実現でき、かつ、均一で塗布ムラのない薄膜を形成することができ、かつ基材に対
する密着性に特に優れた低屈折率層を形成することができる。
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【００６７】
樹脂の硬化手段は、上記ハードコート層で説明した方法と同様であってよい。硬化処理の
ために光照射手段が利用される場合には、光照射により、例えばラジカルを発生して重合
性化合物の重合を開始させる光重合開始剤がフッ素系樹脂組成物に添加されることが好ま
しい。
【００６８】
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。
【００６９】
また、本発明にあっては、低屈折率層は下記式（ＩＩ）：
　　　　　　　１２０＜ｎＡｄＡ＜１４５　　　　（ＩＩ）
を満たすことが低反射率化の点で好ましい。
【００７０】
＜他の層＞
上記光学積層体は、上述した光透過性基材、ハードコート層（Ａ）及び（Ｂ）、並びに、
低屈折率層の他に、他の任意の層を有していてもよい。上記任意の層としては、防眩層、
防汚層、高屈折率層、中屈折率層、帯電防止層等を挙げることができる。これらの層は、
公知の防眩剤、低屈折率剤、高屈折率剤、帯電防止剤、防汚剤等と樹脂及び溶剤等とを混
合して、公知の方法により形成するとよい。なかでも、防汚層を更に形成することが好ま
しい。
【００７１】
＜光学積層体＞
本発明の光学積層体は、硬度が、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）による鉛筆硬
度試験（荷重４．９Ｎ）において、２Ｈ～５Ｈであることが好ましい。
【００７２】
本発明の光学積層体は、表面抵抗値が１０１１Ω／□以下であることが好ましい。
１０１１Ω／□を超えると、目的とする帯電防止性能が発現しなくなるおそれがある。上
記表面抵抗値は、１０９Ω／□以下であることがより好ましい。
上記表面抵抗値は、表面抵抗値測定器（三菱化学社製、製品番号；Ｈｉｒｅｓｔａ　ＩＰ
　ＭＣＰ－ＨＴ２６０）にて測定することができる。
【００７３】
本発明の光学積層体は、全光線透過率が８０％以上であることが好ましい。８０％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、８５％以上であることがより好ましく、９０％以上であるこ
とが更に好ましい。
上記全光線透過率は、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－７３６１に準拠した方法により測定することができる。
【００７４】
本発明の光学積層体を製造する方法としては、例えば、光透過性基材の片方の表面にハー
ドコート層（Ａ）を形成した後、ハードコート層（Ｂ）を上記ハードコート層（Ａ）上に
形成する方法が挙げられる。
上記ハードコート層（Ａ）を形成する方法、及び、上記ハードコート層（Ｂ）を形成する
方法としては、上述した通りである。
【００７５】
＜偏光板及び画像表示装置＞
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本発明の光学積層体は、偏光素子の表面に、上記光学積層体の、光透過性基材のハードコ
ート層が存在する面と反対側の面側を、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また本発明の一つである。
【００７６】
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を使用することができる。上記偏
光素子と上記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。また、粘着剤を使用して接着させてもよい。上記粘着剤としては、例えば、アク
リル系粘着剤、ウレタン粘着剤、シリコーン系粘着剤、又は、水系粘着剤等を挙げること
ができる。
【００７７】
本発明の光学積層体及び上記偏光板は、画像表示装置の最表面に備えることができる。こ
のような画像表示装置もまた本発明の一つである。
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。
【００７８】
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、上記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、上記光学積層体又は上記偏光板が形成されてなるもの
である。
【００７９】
本発明の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光透過
性基材側から照射される。なお、ＳＴＮ型、ＶＡ型、ＩＰＳ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。
【００８０】
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。
【００８１】
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。
【００８２】
本発明の光学積層体は、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、ＰＤＰ
、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】
【００８３】
本発明の光学積層体は、上記構成よりなるので、ハードコート性に優れ、干渉縞の発生を
防止することができるものである。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（ＦＥ
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Ｄ）等に好適に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の光学積層体の一例の断面の模式図である。
【図２】実施例１に係る光学積層体の断面の一部を拡大した電子顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００８５】
以下に実施例及び比較例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例
及び比較例のみに限定されるものではない。
なお、文中、「部」又は「％」とあるのは特に断りのない限り、質量基準である。
【００８６】
実施例１
下記に示す組成の成分を配合してハードコート層（Ａ）用組成物及びハードコート層（Ｂ
）用組成物をそれぞれ調製した。
（ハードコート層（Ａ）用組成物）
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）：３０質量部
ＩＰＤＩ骨格ウレタンアクリレート（紫光１７００Ｂ、製品名、日本合成化学社製）：２
０質量部
イルガキュアー１８４（チバ・ジャパン社製）：４質量部
メチルエチルケトン（ＭＥＫ）：５０質量部
（ハードコート層（Ｂ）用組成物）
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）：２５質量部
ＩＰＤＩ骨格ウレタンアクリレート（紫光１７００Ｂ、製品名、日本合成化学社製）：１
５質量部
イルガキュアー１８４（チバ・ジャパン社製）：４質量部
ＳｎＯ２（Ｓ－２０００、商品名、φ＝３０ｎｍ、屈折率１．９９７、三菱マテリアル社
製）：１０質量部
メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）：５０質量部
【００８７】
次に、厚さ８０μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）基材（ＴＤ８０ＵＬ、フジフィ
ルム社製）の片面に、上述のハードコート層（Ａ）用組成物をグラビアロールコーティン
グ方法にて塗布し、溶剤分を蒸発させて厚さ約３．５μｍの塗布層を形成した後、該塗布
層側より２０ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して半硬化処理を行い、塗膜を形成した。その
後、該塗膜上に、上述のハードコート層（Ｂ）用組成物をグラビアロールコーティング方
法にてウェッブ速度と塗布速度が異なるようにせん断力を与えるように塗布し乾燥させ、
厚さ約３．５μｍの塗布層を形成した後、該塗布層側より１００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を
照射して硬化処理を行い、ＴＡＣ基材上に、順にハードコート層（Ａ）とハードコート層
（Ｂ）とを有する光学積層体を得た。なお、ＴＡＣ基材と上記ハードコート層（Ａ）間、
上記ハードコート層（Ａ）と上記ハードコート層（Ｂ）間の密着性は良好であった。
【００８８】
実施例２
ハードコート層（Ｂ）用組成物の塗布層に２０ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して半硬化処
理を行った以外は、実施例１と同様に作製した光学積層体の塗工面側に、更に、下記低屈
折率層用組成物Ｃをグラビアロールコーティング方法にて塗布し溶剤分を蒸発させて厚さ
約０．１μｍの塗布層を形成した後、塗布側より１００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して
硬化処理を行い、光学積層体を得た。
（低屈折率層用組成物Ｃ）
ペンタエリスリトールトリアクリレート：５質量部
表面処理中空シリカゾル（φ＝５０ｎｍ、２０％ＭＩＢＫ希釈品）：２５質量部
イルガキュアー１８４：０．４質量部
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ＭＥＫ：７０質量部
【００８９】
実施例３
離型処理された厚さ１００μｍのＰＥＴ基材（東レ社製）の片面に、表１中に記載のハー
ドコート層（Ｂ）用組成物をグラビアロールコーティング方法にて塗布し溶剤分を蒸発さ
せて、厚さ約３．５μｍの塗布層を形成した後、該塗布層側より２０ｍＪ／ｃｍ２の紫外
線を照射して半硬化処理を行い、塗膜を形成した。その後、該塗膜上に、表１中のハード
コート層（Ａ）用組成物をグラビアロールコーティング方法にてウェッブ速度と塗布速度
が異なるようにせん断力を与えるように塗布し乾燥させ、厚さ約３．５μｍの塗布層を形
成した後、該塗布層側より１００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して硬化処理を行った。
硬化したハードコート層（Ａ）の上に、下記接着組成物を約１０μｍ塗布し溶剤分を乾燥
し、ＴＡＣ基材と張り合わせた。この積層体を、４０℃で３日間エージングして接着層を
熱硬化した後、ＰＥＴ離型フィルムを剥離することにより、光学積層体を作製した。
（接着組成物（２液熱硬化型ウレタン系接着剤））
主剤　ＬＸ６６０（ＤＩＣ社製）：８質量部
硬化剤　芳香族系ポリイソシアネート　ＫＷ７５（ＤＩＣ社製）：２質量部
酢酸エチル：３２質量部
【００９０】
実施例４～９、１２、比較例２～４、参考例
表１及び２に示す組成のハードコート層（Ａ）用組成物及びハードコート層（Ｂ）用組成
物をそれぞれ使用した以外は実施例１と同様にして光学積層体を作製した。
なお、表１及び２中、アクリル樹脂としては、上記ＰＥＴＡ以外に、ジペンタエリスリト
ールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（ＨＤ
ＤＡ）を使用した。
無機微粒子としては、ＳｎＯ２は実施例１と同様のものを使用し、ＡＴＯは、ＴＤＬ－１
（商品名、屈折率２．０、粒径１００ｎｍ、三菱マテリアル社製）を使用した。
【００９１】
実施例１０、１１
表１に示す組成のハードコート層（Ａ）用組成物及び以下に示すハードコート層（Ｂ）用
組成物を使用した以外は実施例１と同様にして光学積層体を作製した。
（ハードコート層（Ｂ）用組成物）
（１）数珠状シリカ微粒子の調製
シリカ微粒子（１）（ＳＩ－５５０、日揮触媒化成社製、平均１次粒径５ｎｍ、ＳｉＯ２

濃度２０質量％、シリカ中Ｎａ２７００ｐｐｍ）２０００ｇにイオン交換水６０００ｇを
加え、次いで、陽イオン交換樹脂（ＳＫ－１ＢＨ、三菱化学社製）４００ｇを添加し、１
時間撹拌して脱アルカリ処理を行った。次いで、陽イオン交換樹脂を分離した後、陰イオ
ン交換樹脂（ＳＡＮＵＰＣ、三菱化学社製）４００ｇを添加し、１時間撹拌して脱アニオ
ン処理を行った。再び陽イオン交換樹脂（ＳＫ－１ＢＨ、三菱化学社製）４００ｇを添加
し、１時間撹拌して脱アルカリ処理してＳｉＯ２濃度５質量％のシリカ微粒子分散液を調
製した。このとき、シリカ粒子中のＮａ含有量は２００ｐｐｍであった。
次に、希塩酸にて分散液のｐＨを４．０に調製し、オートクレーブにて、２００℃で１時
間処理した。次いで、室温で陽イオン交換樹脂を添加し、１時間撹拌して脱アルカリ処理
し、陽イオン交換樹脂を分離した後、陰イオン交換樹脂を添加し、１時間撹拌して脱アニ
オン処理してＳｉＯ２濃度５質量％の数珠状シリカ微粒子分散液を調製した。尚、数珠状
シリカ微粒子の平均連結数は３個であった。
次に、ＳｉＯ２濃度５質量％の数珠状シリカ微粒子分散液をＳｉＯ２濃度１０質量％に濃
縮し、次いで、限外濾過膜法でメタノールに溶剤置換し、ＳｉＯ２濃度１０質量％の数珠
状シリカ微粒子メタノール分散液を調製した。
【００９２】
（２）反応性数珠状シリカ微粒子（１）の調製
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上記方法で調製した数珠状シリカ微粒子メタノール分散液９３質量部に、メタアクリル系
シランカップリング剤（γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン：信越化学工業
社製ＫＢＭ－５０３）を１質量部添加し、ＨＣｌ水溶液にて全体の溶液をｐＨ＝４に調節
した後、８０℃で５時間加熱撹拌した。これにより、表面にメタクリロイル基を導入した
γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン処理シリカ微粒子（反応性数珠状シリカ
微粒子Ａ（１））を得た。調製した溶液は、メタノールからメチルイソブチルケトン（Ｍ
ＩＢＫ）に溶剤置換を行い、上記反応性数珠状シリカ微粒子Ａ（１）の固形分４０質量％
ＭＩＢＫ分散液を得た。
【００９３】
（３）ハードコート層（Ｂ）用組成物の調製（実施例１０）
下記に示す組成の成分を配合して、ハードコート層（Ｂ）用組成物を調製した。
反応性数珠状シリカ微粒子Ａ（１）：１５０質量部（固形分：６０質量部）
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）：４０質量部
イルガキュアー１８４（商品名、チバ・ジャパン社製、ラジカル重合開始剤）：４質量部
【００９４】
（４）ハードコート層（Ｂ）用組成物の調製　（実施例１１）
下記に示す組成の成分を配合して、ハードコート層（Ｂ）用組成物を調製した。
反応性数珠状シリカ微粒子Ａ（１）：１５０質量部（固形分：７０質量部）
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）：３０質量部
イルガキュアー１８４（商品名、チバ・ジャパン社製、ラジカル重合開始剤）：４質量部
【００９５】
比較例１
厚さ８０μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）基材（ＴＤ８０ＵＬ、フジフィルム社
製）の片面に、実施例１で使用したのと同様のハードコート層（Ａ）用組成物をグラビア
ロールコーティング方法にて塗布し、溶剤分を蒸発させて厚さ約３．５μｍの塗布層を形
成した後、該塗布層側より２０ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して半硬化処理を行い、塗膜
を形成した。その後、該塗膜上に、実施例１で使用したのと同様のハードコート層（Ｂ）
用組成物をダイコートにてウェッブ速度と塗布条件を合わせてシェアーが掛からないよう
に塗布し乾燥させ、厚さ約３．５μｍの塗布層を形成した後、該塗布層側より１００ｍＪ
／ｃｍ２の紫外線を照射して硬化処理を行い、ＴＡＣ基材上に、光学積層体を得た。なお
、ＴＡＣ基材と上記ハードコート層（Ａ）間、上記ハードコート層（Ａ）と上記ハードコ
ート層（Ｂ）間の密着性は良好であった。
【００９６】
上記の実施例、比較例及び参考例で得られた光学積層体について、各項目について下記の
測定方法により評価した。結果を表３に示す。また、各光学積層体の断面をＳＴＥＭによ
り電子顕微鏡観察した。実施例１の光学積層体の断面の電子顕微鏡写真を図２に示す。
【００９７】
＜硬度（光学積層体）＞
異なる硬度の鉛筆を用い、荷重４．９ＮでＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４（１９９９）で示
される試験法で、５回の試験で傷がつかなかった回数を測定した。表３において、例えば
、２／５は、５回の試験中、２回は傷がつかなかったことを意味する。
【００９８】
＜カール幅＞
光学積層体のカールの度合い（カール幅）は、得られた光学積層体を１０ｃｍ×１０ｃｍ
にカットしたサンプル片を、水平な台（平面）の上に置き、上記水平な台（平面）から上
記サンプル片の端部（４点）までの高さを測定したときの距離の平均値（ｍｍ）で表した
。
【００９９】
＜干渉縞＞
光学積層体の塗膜が無いほうに黒色のテープを貼合した後、三波長管蛍光灯下にて目視に
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て評価を行った。干渉縞が視認出来ない場合を○とし、薄く視認出来た場合を△とし、視
認出来た場合を×とした。また、表３中の－は、透明なハードコート層（Ｂ）が形成され
なかったため干渉縞の評価が出来なかったことを表す。
【０１００】
＜硬度（ハードコート層（Ａ）、ハードコート層（Ｂ）の無機微粒子非含有領域（Ｂ１）
及び無機微粒子含有領域（Ｂ２））＞
（１）ハードコート層（Ａ）及び無機微粒子含有領域（Ｂ２）測定用サンプルフィルムの
調製
５０μｍＰＥＴ基材上に、表１及び２中のハードコート層（Ａ）用組成物及びハードコー
ト層（Ｂ）用組成物を、グラビアロールコーティング方法で塗工し、溶剤を乾燥し、約１
２０ｍＪ／ｃｍ２のＵＶで硬化し、樹脂膜の膜厚を約１０μｍとしたハードコート層（Ａ
）用サンプルフィルム及びハードコート層（Ｂ）用サンプルフィルムを作製した。なお作
製したサンプルフィルムの構成はそれぞれ、ＰＥＴ基材／ハードコート層（Ａ）とＰＥＴ
基材／無機微粒子非含有領域（Ｂ１）／無機微粒子含有領域（Ｂ２）とであった。
（２）無機微粒子非含有領域（Ｂ１）測定用サンプルフィルムの調製
５０μｍの離型処理ＰＥＴ基材に、表１及び２中のハードコート層（Ｂ）用組成物を、グ
ラビアロールコーティング方法でウェッブ速度と塗布速度が異なるようにせん断力を与え
るように塗布し、約１２０ｍＪ／ｃｍ２のＵＶで硬化し、樹脂膜厚を約１５μｍとしたサ
ンプルを作製した。
次いで、光学用の膜厚２５～５０μｍの透明両面粘着テープ又はフィルム（例えば、日東
電工社製　ＬＵＣＩＡＣＳ　ＣＳ９６２２Ｔ）の片面に上記（１）で用いた５０μｍのＰ
ＥＴ基材を貼り、残りの片面に、上記形成したハードコート層（Ｂ）の表面を、粘着剤を
介して張り合わせた。その後、離型処理ＰＥＴ基材を剥いで、ハードコート層（Ｂ）の離
型処理ＰＥＴ側面、すなわち無機微粒子非含有領域（Ｂ１）に相当する面を出し、ＰＥＴ
基材／粘着剤／無機微粒子含有領域（Ｂ２）／無機微粒子非含有領域（Ｂ１）の構成から
なるサンプルフィルムを作製した。
なお、測定サンプルの最表面は、平坦であることが望ましいので、各層用組成物のみで表
面平坦性が得にくい場合には、樹脂質量０．１～３％のレベリング剤を適宜添加した。
【０１０１】
ガラス基板上に、上記の作製した３種類のサンプルフィルムを２ｃｍ×２ｃｍに切出し、
瞬間接着剤（アロンアルファ（登録商標）、東亜合成社製）で接着し、一日室温で放置し
た。
Ｈ．フィッシャー社製表面被膜物性試験機（ピコデンター　ＨＭ５００）試験台にこのガ
ラス板状に固着したサンプルを設置し、押し込み荷重を１０ｍＮにて測定を行い、得られ
た押し込み深さの値によって、硬度を５レベルに分けて評価した。レベル１＜２＜３＜４
＜５で、５が一番硬度が高いことを表す。また、押し込み深さは深いほど柔軟で、浅いほ
ど硬い。また、表３中の－は、それぞれの層が存在しないため評価出来なかったことを表
す。
１：１．４０μｍ以上
２：１．４０未満１．１０μｍ以上
３：１．１０未満０．９０μｍ以上
４：０．９０未満０．７０μｍ以上
５：０．７０μｍ未満
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
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【表２】

【０１０４】
【表３】

【０１０５】
表３より、実施例の光学積層体は、いずれも、硬度が高く、かつ、干渉縞が発生しないも
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のであった。また、カール幅も小さいものであった。
また、実施例及び参考例の光学積層体は、断面の電子顕微鏡観察において、ハードコート
層（Ｂ）中に凹凸形状があるのが確認された。一方、比較例の光学積層体では、上記凹凸
形状は確認できなかった。また、比較例２の光学積層体は、ハードコート層（Ｂ）用組成
物中の無機微粒子の量が多く、無機微粒子含有領域（Ｂ２）のみになり、無機微粒子非含
有領域（Ｂ１）が形成されなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
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。
【符号の説明】
【０１０７】
１　光透過性基材
２　ハードコート層（Ａ）
３　ハードコート層（Ｂ）
４　無機微粒子非含有領域（Ｂ１）
５　無機微粒子含有領域（Ｂ２）

【図１】
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