
JP 2008-275737 A 2008.11.13

(57)【要約】
【課題】　高屈折率薄膜層と低屈折率薄膜積層体を基材
上に順次各１層以上積層することで、金属光沢と彩色と
透明性とを併せ持つ光学薄膜積層体およびそれを用いた
加飾成形品を提供する。
【解決手段】　基材の一方の面上に、少なくとも高屈折
率薄膜層と低屈折率薄膜層とを各１層以上交互に積層し
てなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、高
屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７
５以上２．４以下であり、消衰係数が０．５以下であり
、低屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１
．３以上１．７５未満であり、消衰係数が０．５以下で
あり、光学薄膜積層体のＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠し
測定したヘイズが５％以下である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の一方の面上に、少なくとも高屈折率薄膜層と低屈折率薄膜層とを各１層以上交互
に積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記高屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７５以上２．４以下であり
、消衰係数が０．５以下であり、
　前記低屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．３以上１．７５未満であり
、消衰係数が０．５以下であり、
　前記光学薄膜積層体のＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠し測定したヘイズが５％以下である
ことを特徴とする光学薄膜積層体。
【請求項２】
　前記基材上に、物理膜厚１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、物理膜厚４
０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下の
高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
６５以下、ａ＊が１０以上８０以下、ｂ＊が－８０以上８０以下であることを特徴とする
請求項１に記載の光学薄膜積層体。
【請求項３】
　前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、物理膜厚１
０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下の
高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
６０以下、ａ＊が－２０以上７０以下、ｂ＊が－８０以上－１０以下であることを特徴と
する請求項１に記載の光学薄膜積層体。
【請求項４】
　前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、物理膜厚１
０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の
高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－３５以上３５以下、ｂ＊が－２０以上２０以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の光学薄膜積層体。
【請求項５】
　前記基材上に、物理膜厚８ｎｍ以上２３０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、物理膜厚７ｎ
ｍ以上２１０ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚８ｎｍ以上２３０ｎｍ以下の高屈折
率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－３０以上３０以下、ｂ＊が５以上７０以下であることを特徴とする請
求項１に記載の光学薄膜積層体。
【請求項６】
　前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上１８０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、物理膜厚１
２ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０ｎｍ以上１８０ｎｍ以下の
高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－７５以上－５以下、ｂ＊が－４５以上４５以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の光学薄膜積層体。
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【請求項７】
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置したときの全光線透過率（ＪＩＳ
　Ｋ　７３６１－１に準拠）が２０％以上９８％以下であることを特徴とする請求項１～
６のいずれかに記載の光学薄膜積層体。
【請求項８】
　前記薄膜積層体が真空成膜法により形成されることを特徴とする請求項１～７のいずれ
かに記載の光学薄膜積層体。
【請求項９】
　前記基材の少なくとも一方の面上、または、前記薄膜積層体の最表面上、または、その
両方に、直接、または、粘着材を介して、ハードコート性、透明保護性、易接着性、密着
性、粘着性、防汚性、ガスバリア性、誘電体性、導電性、電磁波シールド性、反射防止性
、防眩性、アンチニュートンリング性、近赤外線カット性、紫外線カット性、光触媒性か
ら選ばれる少なくとも一つの機能を有する機能性薄膜層を形成してなることを特徴とする
請求項１～８のいずれかに記載の光学薄膜積層体。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の光学薄膜積層体を成形してなることを特徴とする加飾
成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車部材、車両部材、家電用品部材、携帯電話部材、パーソナルコンピュ
ーター部材、オーディオ製品部材、カーナビゲーション部材、事務用品部材、スポーツ用
品部材、雑貨部材、メガネ・サングラス部材、カメラ部材、光学用品部材、計測機器部材
等に用いられ、金属光沢と彩色と光透過性を有する光学薄膜積層体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、各種部材を彩色する手段として塗料による塗装が一般的に行われている。しかし
、塗装は基材により塗料を適宜選択する必要があるため面倒であること、均一な膜厚で塗
装することが困難で熟練した技術が必要なこと、曲面への塗装では平面と異なる仕上がり
になり易いこと、塗料の塗装ムラや異物の混入により塗膜の欠陥が生じること等の問題が
ある。
【０００３】
　加えて、塗装は多数の工程を要すること、塗装を行うための特殊な専用ブースが必要な
こと、塗装ブースおよび塗料の乾燥室の設置には広い面積を占有すること、塗装は必要以
上に塗料を消費するためエネルギー効率が悪いこと、一旦塗装された塗膜は回収が困難な
ためリサイクル性に乏しいこと、塗料の溶剤による作業環境・安全衛生環境の悪化・汚染
が付きまとうこと等の問題もある。
【０００４】
　金属光沢を有する彩色を行う方法としては、塗装による方法、着色フィルムに金属材料
を蒸着する方法がある。前者としては塗料の中にアルミニウムなどの金属フレーク、ある
いは雲母フレークを混ぜて行うことができる。しかし、塗料に金属や雲母のフレークを混
ぜる方法は、塗料中へのフレークの混入割合に限度があること、ある程度の金属光沢性お
よび光反射性を得るためには３μｍ程度の厚膜に塗装する必要があること、金属光沢感が
不十分なため違和感のある見た目になること、更には、乾燥手段に時間を要するため生産
性に劣るという問題がある。
【０００５】
　一方、後者は金属材料の薄膜が緻密に形成されるため十分な金属光沢が得られる（特許
文献１参照）。金属材料の一例としてはアルミニウムが用いられている。アルミニウムの
蒸着は比較的容易であり、蒸着レートは速く、安価であり、何より容易に白金色が出せる
ため一般に利用されている。しかし、この方法によって所望の色の金属光沢を持つフィル
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ムを得るためには色毎の着色フィルムを用意する必要があるため工程管理が面倒になる。
更には、着色フィルムに色ムラがあると、着色フィルム上に形成される金属薄膜層の反射
により色ムラが拡大されて目立ってしまうという問題がある。
【０００６】
　一方、携帯電話、テレビ、ラジオ、カーナビゲーション等の電波を送信・受信する機器
では、電波の反射・散乱によるアンテナの送信・受信感度の減衰や乱れを避ける目的で筐
体部分の素材に導電性を有する金属部材や金属フレークを含有した塗料を使用することが
できないため、装飾上のデザインが限定されるという問題がある。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１３９０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　よって、本発明の目的は、上記の問題を解決するための手段を提供するものであり、高
屈折率薄膜層と低屈折率薄膜積層体を基材上に順次各１層以上積層することで、金属光沢
と彩色と透明性とを併せ持つ光学薄膜積層体およびそれを用いた加飾成形品を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、基材の一方の面上に、少なくとも高屈折率薄膜層と低屈折率
薄膜層とを各１層以上交互に積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜積層体であって、
　前記高屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７５以上２．４以下であり
、消衰係数が０．５以下であり、
　前記低屈折率薄膜層の光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．３以上１．７５未満であり
、消衰係数が０．５以下であり、
　前記光学薄膜積層体のＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠し測定したヘイズが５％以下である
ことを特徴とする光学薄膜積層体である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、前記基材上に、物理膜厚１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈
折率薄膜層と、物理膜厚４０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１２
ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光
学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
６５以下、ａ＊が１０以上８０以下、ｂ＊が－８０以上８０以下であることを特徴とする
請求項１に記載の光学薄膜積層体である。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下の高屈
折率薄膜層と、物理膜厚１０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０
ｎｍ以上１２０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光
学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
６０以下、ａ＊が－２０以上７０以下、ｂ＊が－８０以上－１０以下であることを特徴と
する請求項１に記載の光学薄膜積層体である。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈
折率薄膜層と、物理膜厚１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０
ｎｍ以上２００ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光
学薄膜積層体であって、
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　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－３５以上３５以下、ｂ＊が－２０以上２０以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の光学薄膜積層体である。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、前記基材上に、物理膜厚８ｎｍ以上２３０ｎｍ以下の高屈折
率薄膜層と、物理膜厚７ｎｍ以上２１０ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚８ｎｍ以
上２３０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光学薄膜
積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－３０以上３０以下、ｂ＊が５以上７０以下であることを特徴とする請
求項１に記載の光学薄膜積層体である。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、前記基材上に、物理膜厚１０ｎｍ以上１８０ｎｍ以下の高屈
折率薄膜層と、物理膜厚１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下の低屈折率薄膜層と、物理膜厚１０
ｎｍ以上１８０ｎｍ以下の高屈折率薄膜層と、を順次積層してなる薄膜積層体を有する光
学薄膜積層体であって、
　前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°
視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上
８０以下、ａ＊が－７５以上－５以下、ｂ＊が－４５以上４５以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の光学薄膜積層体である。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、前記基材の薄膜積層体を形成した側に測定光源を設置したと
きの全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ　７３６１－１に準拠）が２０％以上９８％以下であるこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の光学薄膜積層体である。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、前記薄膜積層体が真空成膜法により形成されることを特徴と
する請求項１～７のいずれかに記載の光学薄膜積層体である。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、前記基材の少なくとも一方の面上、または、前記薄膜積層体
の最表面上、または、その両方に、直接、または、粘着材を介して、ハードコート性、透
明保護性、易接着性、密着性、粘着性、防汚性、ガスバリア性、誘電体性、導電性、電磁
波シールド性、反射防止性、防眩性、アンチニュートンリング性、近赤外線カット性、紫
外線カット性、光触媒性から選ばれる少なくとも一つの機能を有する機能性薄膜層を形成
してなることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の光学薄膜積層体である。
【００１８】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれかに記載の光学薄膜積層体を成形し
てなることを特徴とする加飾成形品である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明において、高屈折率薄膜層と低屈折率薄膜層を基材上に順次各１層以上積層する
ことで、金属光沢と彩色と透明性とを併せ持つ光学薄膜積層体およびそれを用いた加飾成
形品を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の光学薄膜積層体の一例を示す断面図である。この光学薄膜積層体１は
、基材２と、基材２上に設けられた薄膜積層体４とから構成されるものである。
【００２１】
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（基材）
　本発明における基材２としては、プラスチック、ガラス、金属、あるいはこれらを複合
した素材が挙げられる。
　プラスチック素材としては、例えば、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリプ
ロピレン、ポリエチルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアセ
タール、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリエチルメタクリレート、ポリカーボ
ネート、ポリスチレン、ポリフェニレンサルファイト、ポリエーテルサルホン、ポリエー
テルスルフォン、ポリオレフィン、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリパラキシレン、
ポリエーテルエーテルケトン、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
、ポリフェニルオキサイド、トリアセチルセルロース、セルロースアセテート、珪素樹脂
、フッ素樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＢＳアロ
イ等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
　ガラス素材としては、例えば、ソーダライムガラス、硼珪酸ガラス、石英ガラス、パイ
レックス（登録商標）ガラス、無アルカリガラス、鉛ガラス等が挙げられるが、これらに
限定されるものではない。
　金属素材としては、例えば、アルミニウム、ステンレス、鉄、ニッケル、クロム、ニク
ロム、亜鉛、錫、鉛、金、銀、銅、パラジウム、めっき鋼板等が挙げられるが、これらに
限定されるものではない。
　また、これらプラスチック素材、ガラス素材、金属素材を各種複合した素材でも構わな
い。
【００２２】
　基材２の形状としては、表面が平滑であれば特に限定されず、板状、ロール状等が挙げ
られる。
【００２３】
　基材２の表面は薄膜積層体を形成する前に、目的に応じて表面処理を施してもよい。表
面処理法としては、例えば、コロナ処理法、蒸着処理法、電子ビーム処理法、高周波放電
プラズマ処理法、スパッタリング処理法、イオンビーム処理法、大気圧グロー放電プラズ
マ処理法、アルカリ処理法、酸処理法等が挙げられる。
【００２４】
　基材２の厚さは、目的の用途に応じて適宜選択され、通常５μｍ以上１０ｍｍ以下であ
る。プラスチック素材には、公知の添加剤、例えば、紫外線吸収剤、可塑剤、滑剤、着色
剤、酸化防止剤、難燃剤等が含有されていてもよい。
【００２５】
（薄膜積層体）
　本発明における薄膜積層体４は、少なくとも高屈折率薄膜層と低屈折率薄膜層とを各１
層以上交互に積層して形成されたものであり、本発明における光学薄膜積層体１は、基材
２上に少なくとも薄膜積層体４を積層して形成されたものである。
　このとき、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠して測定された光学薄膜積層体１のヘイズは５
％以下である。
　これによると、金属光沢と彩色と透明性とを有する光学薄膜積層体を得ることができる
。
　なお、本発明におけるヘイズは、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠して測定されたものであ
り、測定光源は基材２の薄膜積層体４を形成した側に設置されている。
【００２６】
　図１には、基材２に近い側から高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層
９の３層が順次積層してなる薄膜積層体４が示されているが、これは一実施例にすぎず、
基材２面上に高屈折率薄膜層、低屈折率薄膜層を各１層以上交互に積層していれば、２層
であっても、４層以上であってもよく、層数に制限はない。
【００２７】
（高屈折率薄膜層）
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　本発明における高屈折率薄膜層とは、光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．７５以上２
．４以下であり、消衰係数が０．５以下の層である。
【００２８】
　高屈折率薄膜層の材料としては、例えば、インジウム、錫、チタン、珪素、亜鉛、ジル
コニウム、ニオブ、マグネシウム、ビスマス、セリウム、クロム、白金、炭素、タンタル
、アルミニウム、ゲルマニウム、ガリウム、アンチモン、ネオジウム、ランタン、トリウ
ム、ハフニウム、イットリウム、ロジウム、セレニウム、ユーロピウム、イッテルビウム
、スカンジウム、プラセオジウム、サマリウム等の元素、または、これらの元素の酸化物
、弗化物、硫化物、窒化物、または、酸化物、弗化物、硫化物、窒化物の混合物等が挙げ
られる。酸化物、弗化物、硫化物、窒化物の化学組成は、化学量論的な組成と一致しなく
てもよい。
【００２９】
　ここで、図１に示す高屈折率薄膜層７と９とは、必ずしも同一の材料でなくてもよく、
目的に合わせて適宜選択されるものである。
【００３０】
（低屈折率薄膜層）
　本発明における低屈折率薄膜層とは、光の波長５５０ｎｍでの屈折率が１．３以上１．
７５未満、消衰係数が０．５以下の層である。
【００３１】
　低屈折率薄膜層の材料としては、例えば、酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化マグネシ
ウム、窒化チタン、弗化マグネシウム、弗化バリウム、弗化カルシウム、弗化ハフニウム
、弗化ランタン、弗化ナトリウム、弗化アルミニウム、弗化炭素、弗化鉛、弗化ストロン
チウム、弗化イッテルビウム、弗化ネオジウム、弗化リチウム、弗化サマリウム等の化合
物、または、これら化合物の混合物等が挙げられる。これら化合物の化学組成は、化学量
論的な組成と一致しなくてもよい。
【００３２】
　屈折率、および、消衰係数の光学定数に関しては、分光エリプソメトリー法を用いて、
高屈折率薄膜層試料、および、低屈折率薄膜層試料の表面から反射してくる光の偏光状態
の変化を測定することで求めることが可能である。消衰係数に関しては、０．５より大き
くなると光の吸収が大きくなるため、本発明の光反射性能を有するような薄膜の形成材料
として好ましくない。
【００３３】
　図１に示す光学薄膜積層体において、高屈折率薄膜層７の物理膜厚を１２ｎｍ以上２０
０ｎｍ以下とし、低屈折率薄膜層８の物理膜厚を４０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とし、高屈
折率薄膜層９の物理膜厚を１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下とし、前記基材の薄膜積層体を形
成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光におけるＣＩ
ＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊が１５以上６５以下、ａ＊が１０以上８
０以下、ｂ＊が－８０以上８０以下であることが好ましい。これによると、金属光沢と赤
色の彩色、かつ、光透過性を有する光学薄膜積層体１を得ることができる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上６５以下、ａ＊を１０以上８０以下、ｂ＊を－
５０以上５０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材料
の選択の幅をより広くできる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上６５以下、ａ＊を２０以上８０以下、ｂ＊を－
５０以上５０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材料
の選択の幅をよりいっそう広くできる。
【００３４】
　図１に示す光学薄膜積層体において、高屈折率薄膜層７の物理膜厚を１０ｎｍ以上１２
０ｎｍ以下とし、低屈折率薄膜層８の物理膜厚を１０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下とし、高屈
折率薄膜層９の物理膜厚を１０ｎｍ以上１２０ｎｍ以下とし、前記基材の薄膜積層体を形
成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光におけるＣＩ
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ＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊を１５以上６０以下、ａ＊を－２０以上
７０以下、ｂ＊を－８０以上－１０以下とすることが好ましい。これによると、金属光沢
と青色の彩色、かつ、光透過性を有する光学薄膜積層体を得ることができる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上６０以下、ａ＊を－２０以上５０以下、ｂ＊を
－８０以上－１０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成
材料の選択の幅をより広くできる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上６０以下、ａ＊を－２０以上２０以下、ｂ＊を
－８０以上－１０以下、かつ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上６０以下、ａ＊を２０以上
５０以下、ｂ＊を－８０以上－５０以下、とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体
を形成する薄膜形成材料の選択の幅をよりいっそう広くできる。
【００３５】
　図１に示す光学薄膜積層体において、高屈折率薄膜層７の物理膜厚を１０ｎｍ以上２０
０ｎｍ以下とし、低屈折率薄膜層８の物理膜厚を１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とし、高屈
折率薄膜層９の物理膜厚を１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下とし、前記基材の薄膜積層体を形
成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光におけるＣＩ
ＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－３５以上
３５以下、ｂ＊を－２０以上２０以下とすることが好ましい。これによると、金属光沢と
灰色の彩色、かつ光透過性を有する光学薄膜積層体を得ることができる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－２５以上２５以下、ｂ＊を
－２０以上２０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材
料の選択の幅をより広くできる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－２０以上２０以下、ｂ＊を
－１０以上１０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材
料の選択の幅をよりいっそう広くできる。
【００３６】
　図１に示す光学薄膜積層体において、高屈折率薄膜層７の物理膜厚を８ｎｍ以上２３０
ｎｍ以下とし、低屈折率薄膜層８の物理膜厚を７ｎｍ以上２１０ｎｍ以下とし、高屈折率
薄膜層９の物理膜厚を８ｎｍ以上２３０ｎｍ以下とし、前記基材の薄膜積層体を形成した
側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光におけるＣＩＥＬＡ
Ｂ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－３０以上３０以
下、ｂ＊を５以上７０以下とすることが好ましい。これによると、金属光沢と黄色の彩色
、かつ光透過性を有する光学薄膜積層体を得ることができる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－２０以上２０以下、ｂ＊を
５以上７０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材料の
選択の幅をより広くできる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－２０以上２０以下、ｂ＊を
１０以上７０以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材料
の選択の幅をよりいっそう広くできる。
【００３７】
　図１に示す光学薄膜積層体において、高屈折率薄膜層７の物理膜厚を１０ｎｍ以上１８
０ｎｍ以下とし、低屈折率薄膜層８の物理膜厚を１２ｎｍ以上２００ｎｍ以下とし、高屈
折率薄膜層９の物理膜厚を１０ｎｍ以上１８０ｎｍ以下とし、前記基材の薄膜積層体を形
成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光におけるＣＩ
ＥＬＡＢ（ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠）のＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－７５以上
－５以下、ｂ＊を－４５以上４５以下とすることが好ましい。これによると、金属光沢と
緑色の彩色、かつ光透過性を有する光学薄膜積層体を得ることができる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－７５以上－５以下、ｂ＊を
－３５以上３５以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成材
料の選択の幅をより広くできる。
　さらに、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊を１５以上８０以下、ａ＊を－７５以上－２０以下、ｂ＊
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を－３５以上３５以下とすることで、光学定数の観点から薄膜積層体を形成する薄膜形成
材料の選択の幅をよりいっそう広くできる。
【００３８】
　なお、本発明におけるＣＩＥＬＡＢの明度Ｌ＊、色相・彩度ａ＊、ｂ＊は、Ｄ６５光源
、５°入射、２°視野、正反射光を用いて、ＪＩＳ　Ｚ　８７２９に準拠して測定したも
のであり、基材が透明である場合は、薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を
黒く塗り、測定光源は基材２の薄膜積層体４を形成した側に設置している。
【００３９】
　本発明における全光線透過率は２０％以上９８％以下であることが好ましい。
　本発明における全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ　７３６１－１に準拠して測定されたもの
であり、測定光源は基材２の薄膜積層体４を形成した側に設置されている。
　全光線透過率が２０％より低いと透過度が低すぎるために、基材１に文字や図柄などの
印刷を施した場合にそれらの視認性が劣る。また、全光線透過率が９８％より高いと反射
率が低すぎるために、反射色が明瞭でなく、金属光沢や彩色などの装飾性が劣る。
【００４０】
　本発明における高屈折率薄膜層および低屈折率薄膜層は、蒸着法、スパッタリング法、
プラズマＣＶＤ法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト法等の真空成膜法に
より形成することが好ましい。
【００４１】
　真空成膜法では基材表面の形状を保持したまま薄膜を形成することが可能である。例え
ば、図２に示すように、基材２上に設けられた機能性薄膜層３が防眩層であり、防眩層の
上から真空成膜法で薄膜積層体４を形成する場合を挙げてみる。防眩層表面はマイクロメ
ーターオーダー程度の微細な凹凸が形成されている。一方、真空成膜法で堆積していく薄
膜形成材料のサイズはオングストロームオーダーの原子・分子であるため、防眩層上に成
膜しても表面に均一の厚さで堆積して凹部分を埋めずに元の凹凸形状を保持する。一方で
湿式塗工法を用いた薄膜形成方式は表面の凹部分を塗液が埋めてしまうため表面形状の追
従性が悪く、元の形状をそのまま保持することができない。
【００４２】
（機能性薄膜層）
　本発明の光学薄膜積層体は、基材の少なくとも一方の面上、または、薄膜積層体の最表
面上、または、その両方に、直接、または、粘着材を介して、ハードコート性、透明保護
性、易接着性、密着性、粘着性、防汚性、ガスバリア性、誘電体性、導電性、電磁波シー
ルド性、反射防止性、防眩性、アンチニュートンリング性、近赤外線カット性、紫外線カ
ット性、光触媒性から選ばれる少なくとも一つの機能を有する機能性薄膜層を形成するこ
とが好ましい。
　図３は、本発明の光学薄膜積層体の一例を示す断面図である。この光学薄膜積層体１は
、基材２と、基材２上に設けられた機能性薄膜層３ａと、機能性薄膜層３ａ上に設けられ
た薄膜積層体４と、薄膜積層体４上に設けられた機能性薄膜層３ｂと、基材２の他方の面
に設けられた機能性薄膜層３ｃとを有して概略構成されるものであるが、これは、本発明
の一実施形態を示したものであり、これに限定されるものではない。
【００４３】
（ハードコート層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかがハードコート性を有するハードコート層である場
合、鉛筆等による引っ掻き傷、スチールウールによる擦り傷等の機械的外傷から基材２表
面あるいは基材２上に形成された各層を防護することができる。ハードコート層を形成す
る材料としては、適度な硬度および機械的強度を有するものであればよく、アクリル系樹
脂、有機珪素系樹脂、ポリシロキサン等の樹脂材料が挙げられる。
【００４４】
　アクリル系樹脂としては、例えば、１，４－ブタンジオールジ（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（メタ）ア
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クリレート、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、トリプロピレングロリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、３－メチルペンタンジオールジ（メタ）アクリレ
ート、ジエチレングリコールビスβ－（メタ）アクリロイルオキシプロピオネート、トリ
メチロールエタントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アク
リレート、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、トリ（２－ヒドロキシエチル）イソシアネートジ（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、２，３－ビス（メタ）
アクリロイルオキシエチルオキシメチル［２．２．１］ヘプタン、ポリ１，２－ブタジエ
ンジ（メタ）アクリレート、１，２－ビス（メタ）アクリロイルオキシメチルヘキサン、
ノナエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、テトラデカンエチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、１０－デカンジオール（メタ）アクリレート、３，８－ビス（メタ
）アクリロイルオキシメチルトリシクロ［５．２．１０］デカン、水素添加ビスフェノー
ルＡジ（メタ）アクリレート、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシジエトキ
シフェニル）プロパン、１，４－ビス（（メタ）アクリロイルオキシメチル）シクロヘキ
サン、ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、
ビスフェノールＡジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、エポキシ変成ビスフェ
ノールＡジ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【００４５】
　有機珪素系樹脂としては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テ
トライソプロポキシシラン、テトラペンタエトキシシラン、テトラペンタイソプロキシシ
ラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロポキシシ
ラン、メチルトリブトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラ
ン、ジメチルエトキシシラン、ジメチルメトキシシラン、ジメチルプロポキシシラン、ジ
メチルブトキシシラン、メチルジメトキシシラン、メチルジエトキシシラン、ヘキシルト
リメトキシシラン等が挙げられる。
【００４６】
　ハードコート層は、グラビアコート法、スプレーコート法、エアナイフコート法、ロー
ルブラッシュ法、カーテンコート法、含浸コート法等の従来公知の方式を用いることがで
き、熱硬化、紫外線硬化、あるいは、電離放射線硬化によって形成される。ハードコート
層の厚さは、物理膜厚で０．５μｍ以上、好ましくは３μｍ以上かつ２０μｍ以下、より
好ましくは３μｍ以上６μｍ以下である。
【００４７】
（透明保護層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが透明保護性を有する透明保護層である場合、透過
度が低下することなく、基材２表面あるいは基材２上に形成された各層を保護することが
できる。透明保護層は可視光領域の光に対して透過性があり、成膜形成したときに硬化す
るものであれば、如何なる材料を用いてもよいが、例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系
樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系樹、ビニル系樹脂、フタル酸系樹脂、ビニルブチ
ラール樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、アノレギンド樹脂、ブチノレ化アミノア
ノレデヒド樹脂、アミノ－プラスト樹脂等の少なくとも一種、あるいは、これらの混合物
等から選ばれることが望ましい。
【００４８】
　透明保護層の形成方法としては、グラビアコート法、スクリーンコート法、ディップコ
ート法、スプレーコート法、オフセットコート法、蒸着法、スパッタリング法、化学蒸着
（ＣＶＤ）法、プラズマ重合法等の従来公知の方式を用いることができ、透明保護層の厚
さは、物理膜厚で１μｍ以上２００μｍ以下程度である。
【００４９】
（易接着層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが易接着性を有する易接着層である場合、易接着層



(11) JP 2008-275737 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

を挟んで形成される各層の密着性を向上することができる。特に、易接着層は機能性薄膜
層３ａの位置に形成され、基材２と薄膜積層体４の間の密着性を向上することに用いられ
る。易接着層の材料としては、例えば、水性アクリル樹脂、水性ポリエステル樹脂、水性
ポリウレタン樹脂等が挙げられる。易接着層は、グラビアコート法、スプレーコート法、
エアナイフコート法、ロールブラッシュ法、カーテンコート法、含浸コート法等の従来公
知の方式で形成することができる。
【００５０】
（密着層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが密着性を有する密着層である場合、密着層を挟ん
で形成される各層の密着性を向上することができる。特に、密着層は機能性薄膜層３ａの
位置に形成され、基材２と薄膜積層体４の間の密着性を向上することに用いられる。密着
層の材料としては、例えば、珪素、ニッケル、クロム、錫、金、銀、白金、亜鉛、チタン
、タングステン、ジルコニウム、パラジウム等の元素、または、これら元素の２種類以上
からなる化合物、または、これら元素の酸化物、弗化物、硫化物、窒化物、または、これ
ら酸化物、弗化物、硫化物、窒化物の混合物等が挙げられる。酸化物、弗化物、硫化物、
窒化物の化学組成は、密着性が向上するならば、化学量論的な組成と一致しなくてもよい
。
【００５１】
　密着層は、蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシス
ト法、化学蒸着（ＣＶＤ）法、湿式塗工法等の従来公知の方式で形成でき、密着層の厚さ
は、物理膜厚で０．１ｎｍ以上１０ｎｍ以下である。
【００５２】
（粘着層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが粘着性を有する粘着層である場合、粘着層を挟ん
で形成される各層の粘着性を向上することができる。特に、粘着層は機能性薄膜層３ｂま
たは３ｃの位置に形成され、光学薄膜積層体と被接着物との貼り合わせに用いられる。主
に、薄膜積層体４を形成した側とは反対側の基材２表面あるいは薄膜積層体４の最表面上
に形成される。粘着層は被接着物に対する接着力が強く、被接着物、あるいは粘着層を形
成する面の素材・材料を変質、変色、劣化させるものでなく、かつ、続いて行われる工程
に対する安定性を備えていれば如何なるものでも構わない。
【００５３】
　粘着層の材料としては、例えば、アクリル系接着剤、珪素系接着剤、ウレタン系接着剤
、ポリエステル系ポリアミド、ポリビニルアルコール接着剤（ＰＶＡ）、エチレン－酢酸
ビニル系接着剤（ＥＶＡ）、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂、ポリビニルエーテル、
飽和無定形ポリエステル、メラミン樹脂等が挙げられる。
【００５４】
　粘着層の形成方法としては、グラビアコート法、スプレーコート法、エアナイフコート
法、ロールブラッシュ法、カーテンコート法、含浸コート法等の従来公知の方式で形成で
きる。
【００５５】
（防汚層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが防汚性を有する防汚層である場合、表面についた
水滴、指紋等の拭き取りを容易にし、かつ、表面への衝撃による擦り傷等の外傷を防止す
ることができる。防汚層の材料としては、撥水性、撥油性および低摩擦性を有するもので
あればよく、例えば、珪素酸化物、弗素含有シラン化合物、フルオロアルキルシラザン、
フルオロアルキルシラン、弗素含有珪素系化合物、パーフルオロポリエーテル基含有シラ
ンカップリング剤等が挙げられる。
【００５６】
　防汚層は、蒸着法、スパッタリング法、化学蒸着（ＣＶＤ）法、プラズマ重合法等の真
空ドライプロセスの他、グラビアコート法、スクリーンコート法、ディップコート法、ス
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プレーコート法、オフセットコート法等のウェットプロセスにより形成でき、防汚層の厚
さは、物理膜厚で５ｎｍ以上１０ｎｍ以下程度である。
【００５７】
（ガスバリア層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかがガスバリア性を有するガスバリア層である場合、
水蒸気、酸素、空気、環境中の汚染物質等の化学的物質や物理的物質に対してバリア性を
付与することができる。ガスバリア層に用いられる無機材料としては、例えば、酸化珪素
、酸化アルミニウム、酸化インジウム、窒化珪素等、あるいは、これら材料を複数組み合
わせた材料が挙げられる。有機材料としては、例えば、珪素系樹脂、フッ素系樹脂、アク
リル系樹脂、ウレタン系樹脂、メラミン系樹脂、ポリ塩化ビニリデン等、あるいはこれら
材料を複数組み合わせた材料が挙げられる。
【００５８】
　ガスバリア層の物理膜厚は、無機材料の場合１ｎｍ以上３００ｎｍ以下、有機材料の場
合１μｍ以上１５０μｍ以下である。
　ガスバリア層のガスバリア性としては、水蒸気透過度が１０ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下、好
ましくは１ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下、より好ましくは０．１ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下、最も好
ましくは０．０１ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下であることが好ましい。
【００５９】
（誘電体層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが誘電性を有する誘電体層である場合、電気的な絶
縁などの電気特性、膜の変質・劣化防止のための保護、可視光領域の光の透過率向上等の
機能を付与することができる。誘電体層の材料としては、例えば、酸化タンタル、酸化ジ
ルコニウム、酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化セリウム、酸化アルミニウム、酸化イ
ットリウム、酸化珪素、硫化亜鉛、弗化マグネシウム、弗化ナトリウム、弗化リチウム、
チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、チタン酸鉛等、あるいはこれら材料を複数
組み合わせた材料が挙げられる。
　誘電体層は、蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシ
スト法、化学蒸着（ＣＶＤ）法、湿式塗工法等の従来公知の方式で形成できる。
【００６０】
（導電層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが導電性を有する導電層である場合、帯電防止性能
の付与、あるいは電極の形成等の導電性機能の付与が可能になる。導電層の材料としては
、電気抵抗が小さい材料であればいかなる材料でも構わない。例えば、銀、銅、アルミニ
ウム、錫、亜鉛、炭素、鉄、ステンレス、インジウム、セリウム、ガリウム、アンチモン
、ジルコニウム等、または、これら材料の２種類以上を含んだ混合物、または、これらの
材料の酸化物、弗化物、硫化物、窒化物、または、酸化物、弗化物、硫化物、窒化物の混
合物等が挙げられる。酸化物、弗化物、硫化物、窒化物の化学組成は、化学量論的な組成
と一致しなくてもよい。
　例えば、酸化インジウムと酸化錫との混合物（ＩＴＯ）、酸化インジウムと酸化セリウ
ムとの混合物（ＩＣＯ）、酸化インジウムと酸化亜鉛との混合物、酸化亜鉛と酸化アルミ
ニウムとの混合物、酸化亜鉛と酸化ガリウムとの混合物、酸化錫と酸化アンチモンとの混
合物、酸化錫中にアンチモンおよびインジウムを含んだ混合物、珪素中にジルコニウムを
含んだ混合物等が挙げられる。
【００６１】
　導電層は、蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシス
ト法、化学蒸着（ＣＶＤ）法、湿式塗工法等の従来公知の方式で形成でき、帯電防止性能
を有する場合、１０Ｅ１１Ω／□以下程度であることが好ましい。
【００６２】
（電磁波シールド層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが電磁波シールド性を有する電磁波シールド層であ
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る場合、電気・電子機器等から放射される不要な電磁波、あるいは人体に有害な電磁波を
シールドすることができる。
　電磁波シールド層と導電層は用途が異なるだけで、電気を導通させるために設けられる
ため、導電層と同様の方法で形成できる。但し、情報処理装置等電波障害自主規制協議会
（ＶＣＣＩ）の技術基準である、家庭環境における情報技術装置の妨害許容値に関するク
ラスＢ情報技術装置、あるいは、クラスＢ情報技術装置の妨害許容値を満たさないすべて
の情報技術装置に関するクラスＡ情報技術装置の規制値を満たす必要がある。
【００６３】
（反射防止層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが反射防止性を有する反射防止層である場合、外光
の写り込みを低減して反射防止層を形成した表面の視認性を向上することができる。
　単層の反射防止層は、可視光領域の屈折率が１．３以上１．７５未満、消衰係数が０．
５以下の低屈折率材料を光学膜厚（光学膜厚は光の屈折率に物理膜厚を掛けたもの）で１
／４波長だけ形成することで得られる。低屈折率材料としては、例えば、珪素系樹脂、フ
ッ素系透明高分子樹脂、弗化マグネシウム、酸化珪素、酸化アルミニウム、窒化チタン等
が挙げられる。
　２層以上を積層した反射防止層は、可視光領域の屈折率が１．７５以上２．４以下、消
衰係数が０．５以下の高屈折率材料、および可視光領域の屈折率が１．３以上１．７５未
満、消衰係数が０．５以下の低屈折率材料を基材２側から高屈折率材料、低屈折率材料の
順番で形成することで得られる。高屈折率材料としては、例えば、チタン、ジルコニウム
、ニオブ、クロム等の酸化物、硫化亜鉛等が挙げられる。
　高屈折率材料と低屈折率材料を４層積層した反射防止層に関しては、基材２側に近い高
屈折率薄膜層と低屈折率薄膜層の組を、可視光領域の屈折率が１．５以上１．８以下、消
衰係数が０．５以下の材料の単層に置き換えることで３層積層体の反射防止層とすること
もできる。可視光領域の屈折率が１．５以上１．８以下、消衰係数が０．５以下の材料と
しては、例えば、三酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、弗化セリウム、弗化ネオジウム等
が挙げられる。
　２層以上を積層した反射防止層は単層の反射防止層と比べて製造工程が多く、コストが
高くなるが、一方、反射防止性能は単層の反射防止層よりも優れている。
【００６４】
（防眩層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが防眩性を有する防眩層である場合、外光の写り込
みを低減し、防眩層を形成した表面の視認性を向上することができる。具体的には、樹脂
中に分散させた微粒子で表面に微細な凹凸を形成することによって、入射してきた外光の
光拡散性を向上させる。防眩層の形成方法としては、例えば、珪素系樹脂、フッ素系樹脂
、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹脂、メラミン系樹脂等の熱硬化型、光
硬化型、あるいは、電離放射線硬化型樹脂中に、シリカ、有機珪素化合物、アクリル、メ
ラミン等の平均粒子径が０．０１μｍ以上３μｍ以下程度の透明微粒子を分散させる。ハ
ードコート層の材料中に、例えば、シリカ、有機珪素化合物、アクリル、メラミン等の透
明微粒子を分散して、ハードコート性と防眩性を兼ね備えた機能性薄膜層３とすることも
できる。
【００６５】
（アンチニュートンリング層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかがアンチニュートンリング性を有するアンチニュー
トンリング層である場合、ニュートンリングを基材２表面に形成し難くし、アンチニュー
トンリング層を形成した表面の視認性を向上することができる。ニュートンリングは基材
を部材に貼り合わせるときに、貼り合わせの密着強度が部分毎に異なることによって生じ
る。アンチニュートンリング層と防眩層は用途が異なるだけで、視認性を向上させるため
に設けられるため、防眩層と同様の方法で形成することができる。
【００６６】
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（近赤外線カット層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが近赤外線カット性を有する近赤外線カット層であ
る場合、電気・電子機器等から放射される、あるいは太陽光に含まれる不要な近赤外線を
カットすることができる。近赤外線カット層は、近赤外線カット性のある材料を蒸着する
か、あるいは、有機バインダーに溶解、あるいは、混合して塗布して形成する。蒸着材料
としては、例えば、酸化インジウムと酸化錫との混合物（ＩＴＯ）、酸化インジウムと酸
化セリウムとの混合物（ＩＣＯ）、酸化インジウムと酸化亜鉛との混合物、酸化亜鉛と酸
化アルミニウムとの混合物、酸化亜鉛と酸化ガリウムとの混合物、酸化錫と酸化アンチモ
ンとの混合物、酸化錫中にアンチモンおよびインジウムを含んだ混合物、珪素中にジルコ
ニウムを含んだ混合物、酸化インジウム、酸化錫、酸化セリウム、酸化亜鉛、酸化アルミ
ニウム、酸化珪素、酸化ガリウム、酸化アンチモン等の金属酸化物、または、弗化アンチ
モン系有機化合物、または、フタロシアニン系、アントラキノン系、ナフトキノン系、シ
アニン系、ナフタロシアニン系、高分子縮合アゾ系、ピロール系、フェニレンジアミニウ
ム系等の有機色素、または、ジチオール系、メルカプトナフトール系等の有機金属錯体等
が挙げられる。
【００６７】
　有機バインダーとしては、例えば、ポリスチレン系化合物、ポリビニル系化合物、スチ
レン系共重合体、ポリエーテル、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、天然高分子
、ロジン、変性ロジン、エポキシ樹脂、ポリアクリル酸樹脂、テルペン樹脂、フェノール
樹脂、脂肪族あるいは脂環族炭化水素樹脂、芳香族系石油樹脂、これらのハロゲン変性体
等、あるいはこれらバインダーを複数混合したものが挙げられる。
　近赤外線カット層の形成方法は、蒸着の場合、抵抗加熱蒸着法、高周波誘導加熱蒸着法
等の物理蒸着（ＰＶＤ）法、あるいは、プラズマを用いた化学蒸着（ＣＶＤ）法等の従来
公知の方式で形成できる。
　塗布する場合は、グラビアコート法、スプレーコート法、エアナイフコート法、ロール
ブラッシュ法、カーテンコート法、含浸コート法等の従来公知の方式で形成できる。
【００６８】
（紫外線カット層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが紫外線カット性を有する紫外線カット層である場
合、素材・材料の組成を変質・変色・劣化させる紫外線、あるいは、太陽光に含まれる人
体に有害な紫外線をカットすることができる。紫外線カット層は、紫外線カット性を有す
る材料であれば特に限定されるものではない。紫外線カット性を有する有機材料としては
、例えば、ベンゾフェノン系、トリアゾール系、ヒンダードアミン系等、あるいは、これ
ら材料を複数混合したものが挙げられる。
　有機材料を用いた紫外線カット層は、グラビアコート法、スプレーコート法、エアナイ
フコート法、ロールブラッシュ法、カーテンコート法、含浸コート法等の従来公知の方式
で形成できる。
【００６９】
　これら有機材料中には、酸化チタンなどの無機顔料およびフタロシアニンなどの有機顔
料等を含有でき、有機材料を用いた紫外線カット層の物理膜厚は、０．５μｍ以上５０μ
ｍ以下程度である。
【００７０】
　紫外線カット性を有する無機材料としては、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化インジウム、
酸化インジウムと酸化錫との混合物（ＩＴＯ）、酸化インジウムと酸化セリウムとの混合
物（ＩＣＯ）、酸化インジウムと酸化亜鉛との混合物、酸化亜鉛と酸化アルミニウムとの
混合物、酸化亜鉛と酸化ガリウムとの混合物、クロム等が挙げられる。
　無機材料を用いた紫外線カット層は、蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティン
グ法、イオンビームアシスト法、化学蒸着（ＣＶＤ）法等の従来公知の方式で形成できる
。
【００７１】
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（光触媒層）
　機能性薄膜層３ａ～３ｃのいずれかが光触媒性を有する光触媒層である場合、表面に付
着した汚れや指紋等を除去し、表面を清浄に保持することができる。光触媒層の材料とし
ては、例えば、酸化チタン、酸化錫、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化ビスマス、酸化タングステ
ン、酸化ジルコニウム、チタン酸鉄、チタン酸ストロンチウム等の金属化合物、あるいは
、これら金属化合物の複数を組み合わせて用いることができる。
【００７２】
　光触媒作用を高活性化させる目的で、光触媒粒子の内部、表面、あるいは、近傍に、バ
ナジウム、パラジウム、金、銀、銅、鉄、ニッケル、クロム、コバルト等の金属やこれら
の金属からなる化合物、あるいは、金属からなる錯体を含有させてもよい。
　光触媒層は、蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシ
スト法、化学蒸着（ＣＶＤ）法、湿式塗工法等の従来公知の方式で形成できる。
【００７３】
　これら機能性薄膜層３ａ～３ｃを粘着材を介して形成する場合、粘着材の材料は、上記
した粘着層と同様の材料を使用することができる。具体的には、例えば、アクリル系接着
剤、珪素系接着剤、ウレタン系接着剤、ポリエステル系ポリアミド、ポリビニルアルコー
ル接着剤（ＰＶＡ）、エチレン－酢酸ビニル系接着剤（ＥＶＡ）、塩化ビニル－酢酸ビニ
ル共重合樹脂、ポリビニルエーテル、飽和無定形ポリエステル、メラミン樹脂等が挙げら
れる。
【００７４】
　機能性薄膜層３ａ～３ｃは、表面処理が施されていることが好ましい。表面処理を施す
ことにより、隣接する層との密着性を向上させることができる。機能性薄膜層３ａ～３ｃ
の表面処理法としては、例えば、コロナ処理法、蒸着処理法、電子ビーム処理法、高周波
放電プラズマ処理法、スパッタリング処理法、イオンビーム処理法、大気圧グロー放電プ
ラズマ処理法、アルカリ処理法、酸処理法等が挙げられる。
【００７５】
　本発明の光学薄膜積層体は、具体的には、自動車部材、車両部材、家電用品部材、携帯
電話部材、パーソナルコンピューター部材、オーディオ製品部材、カーナビゲーション部
材、事務用品部材、スポーツ用品部材、雑貨部材、メガネ・サングラス部材、カメラ部材
、光学用品部材、計測機器部材等に適用される。
【００７６】
　さらに、本発明の光学薄膜積層体を、携帯電話、テレビ、ラジオ、カーナビゲーション
等の電波を送信・受信する機器の筐体部分の部材に用いる場合は、電波の反射・散乱によ
るアンテナの送信・受信感度の減衰や乱れを避けるために、光学薄膜積層体を構成する基
材、高屈折率薄膜層と低屈折率薄膜層からなる薄膜積層体、機能性薄膜層に誘電性を有す
る材料を用いることが好ましい。誘電性を有する材料を用いることによって、電波の反射
・散乱によるアンテナの送信・受信感度の減衰や乱れを避けることができ、かつ、金属光
沢と彩色と透明性とを併せ持つ光学薄膜積層体を提供することが可能である。
【実施例】
【００７７】
　以下、本発明の実施例を具体的に説明する。
【００７８】
［実施例１］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエチレンテレフタ
レートのフィルムの片面上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法により堆積させ、物理膜厚３
ｎｍの密着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【００７９】
　密着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した
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真空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１８５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍ
の光の屈折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【００８０】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着法
によって堆積させ、物理膜厚１５０ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折
率１．４６、消衰係数０）を形成した。
【００８１】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着
法によって堆積させ、物理膜厚１００ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈
折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【００８２】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が３９．６、ａ＊が４３
．６、ｂ＊が－４．１であった。つまり、可視光領域における赤色の正反射光を強調させ
、赤色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
【００８３】
　上記した反射色相および反射彩度の測定は、Ｕ－４０００形　自記分光光度計（株式会
社　日立製作所製）を用いて行った。測定手順は次に示すとおりである。まず、薄膜積層
体４を形成した面と反対の基材２表面全面を黒い塗料でムラの出ないように塗りつぶした
。黒い塗料で塗りつぶした基材２を太陽光の自然光あるいは蛍光灯などの人工光にかざし
て、基材２を通して光が漏れていないか確認した。基材２の薄膜積層体４を形成した側を
Ｕ－４０００形　自記分光光度計の測定光源に向けて設置した。このとき、薄膜積層体４
を形成した基材２表面における鉛直線に対して測定光が５°の角度を持って基材２表面に
入射するように設置した。基材２表面で正反射される光の方向で、かつ、２°視野になる
位置に測光器を設置して可視光領域（３８０～７８０ｎｍ）における反射率を測定し、Ｊ
ＩＳ　Ｚ　８７０１に規定される三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚを求めた。三刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚの計
算は５ｎｍ間隔で実施した。続いて、三刺激値を用いてＪＩＳ　Ｚ　８７２９に規定され
るＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の明度Ｌ＊、色相・彩度ａ＊、ｂ＊を求めた。
【００８４】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．２８％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は８２．９％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
【００８５】
　上記したヘイズの測定は、濁度計ＮＤＨ－２０００（日本電色工業株式会社製）を用い
て行った。測定に関しては、薄膜積層体４を形成した基材２表面を濁度計ＮＤＨ－２００
０の測定光源に向けて設置した。測定方法に関しては、ＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠した
。
【００８６】
　また、上記した全光線透過率の測定は、濁度計ＮＤＨ－２０００（日本電色工業株式会
社製）を用いて行った。測定に関しては、薄膜積層体４を形成した基材２表面を濁度計Ｎ
ＤＨ－２０００の測定光源に向けて設置した。測定方法に関しては、ＪＩＳ　Ｋ　７３６
１－１に準拠した。
【００８７】
［実施例２］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエーテルサルホン
のフィルムの片面上に、エアナイフコート法により水性アクリル樹脂を塗布して易接着層
（機能性薄膜層３）を形成した。
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　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【００８８】
　易接着層（機能性薄膜層３）の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法
によって堆積させ、物理膜厚９０ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率
２．２７、消衰係数０）を形成した。
【００８９】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積さ
せ、物理膜厚１２０ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折率１．４６、消
衰係数０）を形成した。
【００９０】
　低屈折率薄膜層８の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法によって堆
積させ、物理膜厚９０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．２７、
消衰係数０）を形成した。
【００９１】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が４９．０、ａ＊が３７
．６、ｂ＊が３１．９であった。つまり、可視光領域における赤色の正反射光を強調させ
、赤色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【００９２】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．３２％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７８．１％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材を通して反対側を透けて見ることができた。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【００９３】
［実施例３］
　図５に示すように、基材２である、厚さ８０μｍの無色透明なトリアセチルセルロース
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法により有機珪素系樹脂を塗布してハードコー
ト層（機能性薄膜層３ｄ）を形成した。
　更に、ハードコート層（機能性薄膜層３ｄ）の上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法によ
り堆積させ、物理膜厚３ｎｍの密着層（機能性薄膜層３ｅ）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【００９４】
　密着層（機能性薄膜層３ｅ）の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空
蒸着法によって堆積させ、物理膜厚３０ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の
屈折率２．３６、消衰係数０）を形成した。
【００９５】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１９５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの
光の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【００９６】
　低屈折率薄膜層８の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空蒸着法によ
って堆積させ、物理膜厚７５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．
３６、消衰係数０）を形成した。
【００９７】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
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形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５０．１、ａ＊が５０
．０、ｂ＊が－３０．２であった。つまり、可視光領域における赤色の正反射光を強調さ
せ、赤色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【００９８】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．３１％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７８．３％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材を通して反対側を透けて見ることができた。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【００９９】
［実施例４］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエーテルサルホン
のフィルムの片面上に、エアナイフコート法により水性ポリエステル樹脂を塗布して易接
着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１００】
　易接着層（機能性薄膜層３）の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法
によって堆積させ、物理膜厚７５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率
２．２７、消衰係数０）を形成した。
【０１０１】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積さ
せ、物理膜厚３５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折率１．４６、消衰
係数０）を形成した。
【０１０２】
　低屈折率薄膜層８の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法によって堆
積させ、物理膜厚３０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．２７、
消衰係数０）を形成した。
【０１０３】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が２８．５、ａ＊が１４
．９、ｂ＊が－５５．５であった。つまり、可視光領域における青色の正反射光を強調さ
せ、青色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１０４】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．２８％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は８８．９％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材を通して反対側を透けて見ることができた。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１０５】
［実施例５］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエチレンテレフタ
レートのフィルムの片面上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法により堆積させ、物理膜厚３
ｎｍの密着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
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【０１０６】
　密着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した
真空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚４５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの
光の屈折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１０７】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着法
によって堆積させ、物理膜厚３５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折率
１．４６、消衰係数０）を形成した。
【０１０８】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着
法によって堆積させ、物理膜厚５５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折
率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１０９】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が４３．７、ａ＊が５．
０、ｂ＊が－４１．１であった。つまり、可視光領域における青色の正反射光を強調させ
、青色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１１０】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．２９％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は８０．６％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１１１】
［実施例６］
　図５に示すように、基材２である、厚さ８０μｍの無色透明なトリアセチルセルロース
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法によりアクリル系樹脂を塗布してハードコー
ト層（機能性薄膜層３ｄ）を形成した。
　更に、ハードコート層（機能性薄膜層３ｄ）の上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法によ
り堆積させ、物理膜厚３ｎｍの密着層（機能性薄膜層３ｅ）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１１２】
　密着層（機能性薄膜層３ｅ）の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空
蒸着法によって堆積させ、物理膜厚６５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の
屈折率２．３６、消衰係数０）を形成した。
【０１１３】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚３５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光
の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【０１１４】
　低屈折率薄膜層８の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空蒸着法によ
って堆積させ、物理膜厚２５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．
３６、消衰係数０）を形成した。
【０１１５】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、



(20) JP 2008-275737 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が２１．３、ａ＊が４１
．９、ｂ＊が－６１．０であった。つまり、可視光領域における青色の正反射光を強調さ
せ、青色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１１６】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．２４％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は９２．４％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１１７】
［実施例７］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエチレンテレフタ
レートのフィルムの片面上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法により堆積させ、物理膜厚３
ｎｍの密着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１１８】
　密着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した
真空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１０５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍ
の光の屈折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１１９】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着法
によって堆積させ、物理膜厚１１０ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折
率１．４６、消衰係数０）を形成した。
【０１２０】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着
法によって堆積させ、物理膜厚２０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折
率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１２１】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５０．２、ａ＊が０．
０、ｂ＊が－０．１であった。つまり、可視光領域における灰色の正反射光を強調させ、
灰色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１２２】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．３９％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７６．２％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１２３】
［実施例８］
　図５に示すように、基材２である、厚さ８０μｍの無色透明なトリアセチルセルロース
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法により有機珪素系樹脂を塗布してハードコー
ト層（機能性薄膜層３ｄ）を形成した。
　更に、ハードコート層（機能性薄膜層３ｄ）の上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法によ
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り堆積させ、物理膜厚３ｎｍの密着層（機能性薄膜層３ｅ）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層８か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１２４】
　密着層（機能性薄膜層３ｅ）の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空
蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１０５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光
の屈折率２．３６、消衰係数０）を形成した。
【０１２５】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１８５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの
光の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【０１２６】
　低屈折率薄膜層８の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空蒸着法によ
って堆積させ、物理膜厚５５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．
３６、消衰係数０）を形成した。
【０１２７】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５６．７、ａ＊が－３
．３、ｂ＊が－２．４であった。つまり、可視光領域における灰色の正反射光を強調させ
、灰色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１２８】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４１％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７２．１％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１２９】
［実施例９］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエーテルサルホン
のフィルムの片面上に、エアナイフコート法により水性アクリル樹脂を塗布して易接着層
（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１３０】
　易接着層（機能性薄膜層３）の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法
によって堆積させ、物理膜厚１６５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折
率２．２７、消衰係数０）を形成した。
【０１３１】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光
の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【０１３２】
　低屈折率薄膜層８の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法によって堆
積させ、物理膜厚１３０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．２７
、消衰係数０）を形成した。
【０１３３】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
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形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が４９．８、ａ＊が－２
．９、ｂ＊が３．４であった。つまり、可視光領域における灰色の正反射光を強調させ、
灰色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１３４】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．３７％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７６．３％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１３５】
［実施例１０］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエーテルサルホン
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法により水性アクリル樹脂を塗布して易接着層
（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１３６】
　易接着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）をスパッタリング法に
よって堆積させ、物理膜厚１８５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率
２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１３７】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積さ
せ、物理膜厚２５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折率１．４６、消衰
係数０）を形成した。
【０１３８】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積
させ、物理膜厚１２５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．３２、
消衰係数０）を形成した。
【０１３９】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５０．５、ａ＊が－２
．１、ｂ＊が２１．９であった。つまり、可視光領域における黄色の正反射光を強調させ
、黄色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１４０】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．３９％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７６．８％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材を通して反対側を透けて見ることができた。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１４１】
［実施例１１］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエチレンテレフタ
レートのフィルムの片面上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法により堆積させ、物理膜厚３
ｎｍの密着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
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らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１４２】
　密着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した
真空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１９０ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍ
の光の屈折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１４３】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着法
によって堆積させ、物理膜厚１８０ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折
率１．４６、消衰係数０）を形成した。
【０１４４】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着
法によって堆積させ、物理膜厚１５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折
率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１４５】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５５．１、ａ＊が－６
．５、ｂ＊が４７．１であった。つまり、可視光領域における黄色の正反射光を強調させ
、黄色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１４６】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４０％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７２．１％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１４７】
［実施例１２］
　図５に示すように、基材２である、厚さ８０μｍの無色透明なトリアセチルセルロース
のフィルムの片面上に、エアナイフコート法によりアクリル系樹脂を塗布してハードコー
ト層（機能性薄膜層３ｄ）を形成した。
　更に、ハードコート層（機能性薄膜層３ｄ）の上に、ＳｉＯｘを電子ビームを利用した
真空蒸着法により堆積させ、物理膜厚３ｎｍの密着層（機能性薄膜層３ｅ）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１４８】
　密着層（機能性薄膜層３ｅ）の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空
蒸着法によって堆積させ、物理膜厚７５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の
屈折率２．３６、消衰係数０）を形成した。
【０１４９】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１０ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光
の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【０１５０】
　低屈折率薄膜層８の上に、硫化亜鉛（ＺｎＳ）を電子ビームを利用した真空蒸着法によ
って堆積させ、物理膜厚１１０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２
．３６、消衰係数０）を形成した。
【０１５１】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
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形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が６１．７、ａ＊が２．
１、ｂ＊が４６．６であった。つまり、可視光領域における黄色の正反射光を強調させ、
黄色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１５２】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４３％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は６７．５％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１５３】
［実施例１３］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエチレンテレフタ
レートのフィルムの片面上に、ＳｉＯｘをスパッタリング法により堆積させ、物理膜厚３
ｎｍの密着層（機能性薄膜層３）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１５４】
　密着層（機能性薄膜層３）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した
真空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚４５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの
光の屈折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１５５】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着法
によって堆積させ、物理膜厚１４５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折
率１．４６、消衰係数０）を形成した。
【０１５６】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）を電子ビームを利用した真空蒸着
法によって堆積させ、物理膜厚１４５ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈
折率２．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１５７】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５３．８、ａ＊が－４
９．１、ｂ＊が２．７であった。つまり、可視光領域における緑色の正反射光を強調させ
、緑色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１５８】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４１％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７３．３％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１５９】
［実施例１４］
　図４に示すように、基材２である、厚さ１００μｍの無色透明なポリエーテルサルホン
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法により水性アクリル樹脂を塗布して易接着層
（機能性薄膜層３）を形成した。
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　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１６０】
　易接着層（機能性薄膜層３）の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法
によって堆積させ、物理膜厚５５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率
２．２７、消衰係数０）を形成した。
【０１６１】
　高屈折率薄膜層７の上に、二酸化珪素（ＳｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積さ
せ、物理膜厚１５５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの光の屈折率１．４６、消
衰係数０）を形成した。
【０１６２】
　低屈折率薄膜層８の上に、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）をスパッタリング法によって堆
積させ、物理膜厚１４０ｎｍの高屈折率薄膜層９（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．２７
、消衰係数０）を形成した。
【０１６３】
　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が６３．３、ａ＊が－２
９．６、ｂ＊が２４．５であった。つまり、可視光領域における緑色の正反射光を強調さ
せ、緑色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１６４】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４４％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は６３．９％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１６５】
［実施例１５］
　図５に示すように、基材２である、厚さ８０μｍの無色透明なトリアセチルセルロース
のフィルムの片面上に、ロールブラッシュ法によりアクリル系樹脂を塗布してハードコー
ト層（機能性薄膜層３ｄ）を形成した。
　更に、ハードコート層（機能性薄膜層３ｄ）の上に、ＳｉＯｘを電子ビームを利用した
真空蒸着法により堆積させ、物理膜厚３ｎｍの密着層（機能性薄膜層３ｅ）を形成した。
　次いで、以下のようにして高屈折率薄膜層７、低屈折率薄膜層８、高屈折率薄膜層９か
らなる薄膜積層体４を形成した。
【０１６６】
　密着層（機能性薄膜層３ｅ）の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）をスパッタリング法に
よって堆積させ、物理膜厚３５ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率２
．３２、消衰係数０）を形成した。
【０１６７】
　高屈折率薄膜層７の上に、二弗化マグネシウム（ＭｇＦ２）を電子ビームを利用した真
空蒸着法によって堆積させ、物理膜厚１３５ｎｍの低屈折率薄膜層８（波長５５０ｎｍの
光の屈折率１．３８、消衰係数０）を形成した。
【０１６８】
　低屈折率薄膜層８の上に、二酸化チタン（ＴｉＯ２）をスパッタリング法によって堆積
させ、物理膜厚１５０ｎｍの高屈折率薄膜層７（波長５５０ｎｍの光の屈折率２．３２、
消衰係数０）を形成した。
【０１６９】
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　薄膜積層体４を形成した側と反対側の基材２表面を黒く塗り、基材２の薄膜積層体４を
形成した側に測定光源を設置し、Ｄ６５光源、５°入射、２°視野、正反射光における、
反射色相および反射彩度を測定したところ、ＣＩＥＬＡＢのＬ＊が５８．３、ａ＊が－４
２．５、ｂ＊が－１６．１であった。つまり、可視光領域における緑色の正反射光を強調
させ、緑色の彩色と金属光沢とを有する薄膜積層体４を得た。
　ここで、反射色相および反射彩度の測定は、実施例１と同様に行った。
【０１７０】
　更に、薄膜積層体４を形成した面と反対側の基材２表面を黒く塗らない場合において、
基材２の薄膜積層体４を形成した側に測定光源を設置したとき、ヘイズが０．４２％と低
かったため明瞭な加飾表面を得ることができた。このときの全光線透過率は７１．０％と
高かったため、薄膜積層体４を形成した基材２を通して反対側を透けて見ることができた
。
　ここで、ヘイズおよび全光線透過率の測定は、実施例１と同様に行った。
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】本発明の光学薄膜積層体の一例を示す断面図。
【図２】本発明の光学薄膜積層体の一例を示す断面図。
【図３】本発明の光学薄膜積層体の一例を示す断面図。
【図４】実施例１、２、４、５、７、９、１０、１１、１３、１４の光学薄膜積層体を示
す断面図。
【図５】実施例３、６、８、１２、１５の光学薄膜積層体を示す断面図。
【符号の説明】
【０１７２】
１　　　　　　光学薄膜積層体
２　　　　　　基材
３　　　　　　機能性薄膜層
３ａ～３ｅ　　機能性薄膜層
４　　　　　　薄膜積層体
７　　　　　　高屈折率薄膜層
８　　　　　　低屈折率薄膜層
９　　　　　　高屈折率薄膜層
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