
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材上に塗布され防眩層を形成する防眩性コーティング組成物であって、
該防眩性コーティング組成物が第１成分および第２成分を含み、
該防眩性コーティング組成物を基材上に塗布した後に、該第１成分および第２成分の物性
の差に基づいて第１成分と第２成分とが相分離し、表面にランダムな凹凸を有する樹脂層
が形成される、
防眩性コーティング組成物であって、
　該第１成分が オリゴマーまたは樹脂であっ
て、該第２成分が であり、
第１成分のＳＰ値（ＳＰ１ ）および第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）が、ＳＰ１ ＜ＳＰ２ を満
たす関係にある、
防眩性コーティング組成物。
【請求項２】
　透明基材上に塗布され防眩層を形成する防眩性コーティング組成物であって、
該防眩性コーティング組成物が第１成分および第２成分を含み、
該防眩性コーティング組成物を基材上に塗布した後に、該第１成分および第２成分の物性
の差に基づいて第１成分と第２成分とが相分離し、表面にランダムな凹凸を有する樹脂層
が形成される、
防眩性コーティング組成物であって、

10

20

JP 3998697 B2 2007.10.31

不飽和二重結合含有アクリル共重合体である
多官能性不飽和二重結合含有モノマー



　該
であり、

第１成分のＳＰ値（ＳＰ１ ）および第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）が、ＳＰ１ ＜ＳＰ２ を満
たす関係にある、
防眩性コーティング組成物。
【請求項３】
　さらに有機溶媒を含む防眩性コーティング組成物であって、
第１成分のＳＰ値（ＳＰ１ ）、第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）および有機溶媒のＳＰ値（Ｓ
Ｐｓ ｏ ｌ ）が、
ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差が１．７以下である；
を満たす関係にある、請求項１ 記載の防眩性コーティング組成物。
【請求項４】
　第１成分のＳＰ値（ＳＰ１ ）と第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）との差が０．８～３．６で
ある、請求項１～ いずれかに記載の防眩性コーティング組成物。
【請求項５】
　さらに硬化剤を含む、請求項１～ いずれかに記載の防眩性コーティング組成物。
【請求項６】
　樹脂粒子を含まないことを特徴とする、請求項１～ いずれか記載の防眩性コーティン
グ組成物。
【請求項７】
　透明基材および防眩層を有する防眩フィルムであって、該防眩層が請求項１～ いずれ
かに記載の防眩性コーティング組成物から形成される、防眩フィルム。
【請求項８】
　透明基材に、請求項１～ いずれかに記載の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布
工程、および
得られた塗膜を硬化させる硬化工程、
を包含する、防眩フィルムの製造方法。
【請求項９】
　透明基材に、請求項１～ いずれかに記載の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布
工程、
得られた塗膜を乾燥させて相分離させる乾燥工程、および
乾燥させた塗膜を硬化させる硬化工程、
を包含する、防眩フィルムの製造方法。
【請求項１０】
　透明基材に、請求項１～ いずれかに記載の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布
工程、および
得られた塗膜に光を照射して、相分離および硬化させる光照射工程、
を包含する、防眩フィルムの製造方法。
【請求項１１】
　請求項 いずれかに記載の防眩フィルムの製造方法により得られる防眩フィルム
。
【請求項１２】
　請求項 記載の防眩フィルムと偏光素子とを有する偏光板であって、透明基
材に設けられた防眩層とは反対面である防眩フィルム表面と偏光素子表面とが対向して積
層されている、偏光板。
【請求項１３】
　平面状の透光性表示体と、該透光性表示体を背面から照射する光源装置と、該透光性表
示体の表面に積層された請求項 記載の防眩フィルムと、を有する透過型表示
装置。
【請求項１４】
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第１成分がアクリル共重合体であり、該第２成分がシリコーンアクリルブロック共重
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　請求項 記載の防眩フィルムがディスプレイの最表層に用いられた液晶表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種透明プラスチックフィルム、透明プラスチック板およびガラスなどの透
明基材に対して防眩性を付与することができる防眩性コーティング組成物、およびこの防
眩性コーティング組成物から形成される防眩層を有する防眩フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（液晶ディスプレイ）は、薄型、軽量、低消費電力などの利点を有してお
り、コンピュータ、ワードプロセッサ、テレビジョン、携帯電話、携帯情報端末機器等の
様々な分野で使用されている。これらの液晶表示装置においては、ディスプレイ表面上に
、表面を粗面化する防眩（ＡＧ：Ａｎｔｉ　Ｇｌａｒｅ）フィルム、屈折率を調整する低
反射（ＬＲ：Ｌｏｗ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）フィルム、無反射フィルム（ＡＲ：Ａｎｔ
ｉ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）などが設けられている。これらによって、外光の反射による
コントラスト低下、およびディスプレイ表面に背景が反射する映り込みなどといった不具
合の解消が図られている。
【０００３】
　液晶表示装置の表示性能を改善する防眩フィルムの製造方法として、一般に、フィルム
製造時に、切削、型押し成型、貼り合わせなどの加工によってその表面を粗面化する方法
、または、樹脂粒子を含む層をフィルム上に設けてフィルムの表面を粗面化する方法、な
どが挙げられる。現在、後者の樹脂粒子を含む層をフィルム上に設ける方法が広く用いら
れている。
【０００４】
　特開２００２－２２１６１０号公報（特許文献１）には、透光性樹脂と透光性微粒子と
を含む防眩層が積層された防眩フィルムであって、透光性樹脂と透光性微粒子との屈折率
の差が０．３以下であって、透光性樹脂が防眩層の表面より０．１～０．３μｍ突出して
なる防眩フィルムが記載されている。このような防眩フィルムの製造において、例えば使
用する微粒子が均一に分散しないという問題が挙げられる。溶液中に樹脂を均一に分散さ
せるためには、例えば溶液粘度を制御・調整するなどの注意が必要とされる。微粒子が均
一に分散せずに凝集すると、表面上の凹凸形状が所望の範囲から外れてしまい、透過画像
鮮明性が低下したり、いわゆる白ぼけが起こるなどの不具合が生じることがある。
【０００５】
　一方、フィルム製造時に、切削、型押し成型、貼り合わせなどの加工によって表面を粗
面化する場合は、その粗面の凹凸をランダムに設けることが困難であり、凹凸がある規則
に従ってしまうことがある。凹凸がある規則に従う場合は、凹凸面で反射される光が互い
に干渉を起こすことがあり、反射光を強めあったりモアレ模様が生じたりなどディスプレ
イの表示に不具合を起こす原因となる。すなわち、モアレ模様の発生は、表示装置の画素
の配列方向に対して、防眩層の微細凹凸構造の配列方向が重なることが原因である。画素
が規則的に並んでいるのに対して、その規則に重なる様に微細凹凸構造が位置した場合に
起きる傾向がある。また、型押し成型によって防眩層を形成する場合は、防眩層の型押し
工程、そしてこの型押しに用いられる型の洗浄などの工程が必要となり、煩雑である。さ
らに、型押しに用いられる型の成型表面上に異物が付着しないように注意を払う必要もあ
る。
【０００６】
　特開２００３－００４９１７号公報（特許文献２）には、防眩フィルムと偏光子とを備
える防眩層付偏光板であって、前記防眩層の微細凹凸構造の配列方向が前記偏光子の吸収
軸方向又は透過軸方向に対して２２．５°±１２．５°であることを特徴とする防眩層付
偏光板が記載されている。ここに記載されるように、加工によって微細凹凸構造を設ける
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場合は配列方向の角度などを細かく調節する必要があり、製造工程が煩雑となる。また、
表示画面の高精細化、カラー化により表示素子の画素がより小さくなると、モアレ模様の
発生の確率がより高くなると考えられる。そのため、この問題を解決する技術が必要とさ
れている。
【０００７】
　特開２０００－２６７０８６号公報（特許文献３）には、互いに相分離しやすい複数の
種類の樹脂を混合した混合樹脂液を塗布する工程を含む、反射型液晶表示装置用電極基板
の製造方法が記載されている。また、特開２００１－３０５３１６号公報（特許文献４）
には、少なくとも２種類の樹脂部を互いに分散保持する構成により、凹凸が形成されてな
る樹脂層を有する反射板が記載されている。しかし、これらの基板または反射板は、ディ
スプレイ表面に背景が反射する映り込み、そして透過画像鮮明性、白ぼけといった性能を
全く考慮しなくてもよいものであるため、これらの性能が重要視される防眩フィルムとは
解決課題が異なるものである。
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－２２１６１０号公報
【特許文献２】特開２００３－００４９１７号公報
【特許文献３】特開２０００－２６７０８６号公報
【特許文献４】特開２００１－３０５３１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記従来技術の問題点を解決することを課題とする。より特定すれば、本発明
は、映り込み、白ぼけ等が改善された防眩フィルムを簡便に形成することができる防眩性
コーティング組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、透明基材上に塗布され防眩層を形成する防眩性コーティング組成物であって
、
この防眩性コーティング組成物が第１成分および第２成分を含み、
この防眩性コーティング組成物を基材上に塗布した後に、この第１成分および第２成分の
物性の差に基づいて第１成分と第２成分とが相分離し、表面にランダムな凹凸を有する樹
脂層が形成される、
防眩性コーティング組成物、を提供するものであり、これにより上記目的が達成される。
【００１１】
　上記第１成分および第２成分が、それぞれ独立して、モノマー、オリゴマーおよび樹脂
からなる群から選択される１種または２種以上の組み合わせであるのが好ましい。
【００１２】
　また、第１成分のＳＰ値と第２成分のＳＰ値との差が０．５以上であるのが好ましい。
【００１３】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、さらに有機溶媒を含んでもよい。そして、第１
成分のＳＰ値（ＳＰ１ ）、第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）および有機溶媒のＳＰ値（ＳＰｓ

ｏ ｌ ）が、下記条件；
ＳＰ１ ＜ＳＰ２ 、および
ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差が２以下である；
を満たす関係にあるのが好ましい。
【００１４】
　上記第１成分がオリゴマーまたは樹脂であり、上記第２成分がモノマーであるのが好ま
しい。
【００１５】
　また、上記第１成分が不飽和二重結合含有アクリル共重合体であり、上記第２成分が多
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官能性不飽和二重結合含有モノマーであるのが好ましい。
【００１６】
　また、上記第１成分がシリコーンアクリルブロック共重合体であり、上記第２成分がア
クリル共重合体であるのも好ましい。
【００１７】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、上記第１成分および第２成分が樹脂であって、
第１成分および第２成分のうちいずれか一方が、組成物塗布時の環境温度より低いＴｇを
有し、他の一方が組成物塗布時の環境温度より高いＴｇを有するのも好ましい。
【００１８】
　また本発明の防眩性コーティング組成物は、上記第１成分または第２成分のいずれか一
方がモノマーであって、
第１成分および第２成分のＴｇの差が２０℃以上であり、および
第１成分および第２成分において、より高いＴｇを有する成分のＴｇが２０℃以上である
ものも好ましい。
【００１９】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、さらに硬化剤を含んでもよい。
【００２０】
　また、本発明の防眩性コーティング組成物は、好ましくは樹脂粒子を含まないことを特
徴とする。
【００２１】
　本発明はまた、防眩フィルムも提供する。この防眩フィルムは、透明基材および防眩層
を有するものであって、この防眩層は上記の防眩性コーティング組成物から形成される。
【００２２】
　防眩フィルムのヘーズが２０％未満であるのが好ましい。
【００２３】
　また、防眩フィルムのＲｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ （十点平均粗さ）が１．０μｍ以下であるのが
好ましい。
【００２４】
　さらに、防眩フィルムの表面の粗さ曲線要素の平均長さ（Ｓｍ）が１００μｍ以下であ
るのが好ましい。
【００２５】
　さらに、防眩フィルムの散乱角に対する散乱光強度が極大値を有さないのが好ましい。
【００２６】
　本発明はまた、防眩フィルムの製造方法も提供する。製造方法の一例として、下記工程
：
透明基材に、上記の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布工程、および
得られた塗膜を硬化させる硬化工程、
を包含する方法が挙げられる。
【００２７】
　また、製造方法の他の例として、
透明基材に、上記の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布工程、
得られた塗膜を乾燥させて相分離させる乾燥工程、および
乾燥させた塗膜を硬化させる硬化工程、
を包含する方法も挙げられる。
【００２８】
　さらに、製造方法の他の例として、
透明基材に、上記の防眩性コーティング組成物を塗布する塗布工程、および
得られた塗膜に光を照射して、相分離および硬化させる光照射工程、
を包含する方法も挙げられる。
【００２９】
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　本発明は、上記の防眩フィルムの製造方法により得られる防眩フィルムも提供する。
【００３０】
　本発明はまた、上記の防眩フィルムと偏光素子とを有する偏光板であって、透明基材に
設けられた防眩層とは反対面である防眩フィルム表面と偏光素子表面とが対向して積層さ
れている、偏光板も提供する。
【００３１】
　本発明はまた、平面状の透光性表示体と、この透光性表示体を背面から照射する光源装
置と、この透光性表示体の表面に積層された上記の防眩フィルムと、を有する透過型表示
装置も提供する。
【００３２】
　本発明はまた、上記の防眩フィルムがディスプレイの最表層に用いられた液晶表示装置
も提供する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、基材上に塗布し必要に応じて乾燥させた後に、
硬化させるのみで、表面に凹凸を有する樹脂層である防眩層を設けることができる。従っ
て、樹脂層を形成してから凹凸の下地となる突起物を形成するなどといった２つの工程を
経る方法と比べると、表面に凹凸を有する防眩層をより簡便な工程で形成することができ
る。
【００３４】
　また、本発明により防眩層の表面に凹凸を形成した場合、自然発生的に凹凸配置が決ま
るので、防眩層の表面に不規則な凹凸形状を形成することができる。このため、凹凸配置
の規則性に起因するモアレが発生しないという特長を有する。本発明の防眩性コーティン
グ組成物を用いることにより、表面に凹凸を有した防眩層を容易に形成することができ、
これを用いて防眩フィルムを容易に製造することができる。得られる防眩フィルムは、映
り込みがなく、そしてヘーズ（曇価）が低く全光線透過率が高いという、優れた性能を有
するものである。ここでヘーズとは、全光線透過量に対する散乱光透過量の比をいう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の防眩フィルムの断面該略図である。
【図２】パラメーターＲｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ の説明図である。
【図３】全光線透過率の概略説明図である。
【図４】本発明の防眩フィルムを用いた偏光板の断面概略図である。
【図５】本発明の防眩フィルムを用いた透過型表示装置の断面概略図である。
【図６】実施例１の防眩フィルムの防眩層表面上の、超深度形状測定顕微鏡による三次元
画像である。
【図７】実施例２の防眩フィルムの防眩層表面上の、超深度形状測定顕微鏡による三次元
画像である。
【図８】実施例３の防眩フィルムの防眩層表面上の、超深度形状測定顕微鏡による三次元
画像である。
【符号の説明】
【００３６】
　１…防眩フィルム、３…防眩層、５…透明基材、１０…偏光板、１２…偏光層、１４…
透明基材、２０…液晶表示装置、２２…偏光板、２４…液晶パネル、２６…偏光板、２８
…バックライト。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】

　本発明の防眩性コーティング組成物は、透明基材上に塗布され防眩層を形成するもので
ある。この防眩性コーティング組成物には、第１成分および第２成分の２種類の成分が少
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なくとも含まれる。これら第１成分および第２成分は、防眩性コーティング組成物を基材
上に塗布される場合において、第１成分および第２成分それぞれの物性の差に基づいて、
第１成分と第２成分とが相分離する、という特徴を有する。
【００３８】
　この第１成分および第２成分の例として、それぞれ独立して、モノマー、オリゴマーお
よび樹脂からなる群から選択される１種または２種以上の組み合わせである場合が挙げら
れる。
【００３９】
　第１成分および第２成分として、例えば、多官能性モノマーなどのモノマー、（メタ）
アクリル樹脂、オレフィン樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹
脂、ポリシロキサン樹脂、ポリシラン樹脂、ポリイミド樹脂またはフッ素樹脂を骨格構造
に含む樹脂などを用いることができる。これらの樹脂は、低分子量であるいわゆるオリゴ
マーであってもよい。多官能性モノマーとして、例えば、多価アルコールと（メタ）アク
リレートとの脱アルコール反応物、具体的には、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）
アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレートなどを用いることがで
きる。（メタ）アクリル樹脂を骨格構造に含む樹脂として、（メタ）アクリルモノマーを
重合または共重合した樹脂、（メタ）アクリルモノマーと他のエチレン性不飽和二重結合
を有するモノマーとを共重合した樹脂などが挙げられる。オレフィン樹脂を骨格構造に含
む樹脂として、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・プロピレン共重合体、エチレ
ン・酢酸ビニル共重合体、アイオノマー、エチレン・ビニルアルコール共重合体、エチレ
ン・塩化ビニル共重合体などが挙げられる。ポリエーテル樹脂を骨格構造に含む樹脂は、
分子鎖中にエーテル結合を含む樹脂であり、例えばポリエチレングリコール、ポリプロピ
レングリコール、ポリテトラメチレングリコールなどが挙げられる。ポリエステル樹脂を
骨格構造に含む樹脂は、分子鎖中にエステル結合を含む樹脂であり、例えば不飽和ポリエ
ステル樹脂、アルキド樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどが挙げられる。ポリウレタ
ン樹脂を骨格構造に含む樹脂は、分子鎖中にウレタン結合を含む樹脂である。ポリシロキ
サン樹脂を骨格構造に含む樹脂は、分子鎖中にシロキサン結合を含む樹脂である。ポリシ
ラン樹脂を骨格構造に含む樹脂は、分子鎖中にシラン結合を含む樹脂である。ポリイミド
樹脂を骨格構造に含む樹脂は、分子鎖中にイミド結合を含む樹脂である。フッ素樹脂を骨
格構造に含む樹脂は、ポリエチレンの水素の一部または全部をフッ素で置きかえられた構
造を含む樹脂である。
【００４０】
　オリゴマーおよび樹脂として、上記骨格構造の２種以上からなる共重合体であってもよ
く、上記骨格構造とそれ以外のモノマーとからなる共重合体であってもよい。
【００４１】
　本発明における第１成分および第２成分は、同種の骨格構造を含むオリゴマーまたは樹
脂を用いてもよく、また互いに異なる骨格構造を含むオリゴマーまたは樹脂を用いてもよ
い。また、第１成分および第２成分のうち何れか一方がモノマーであって、他の一方がオ
リゴマーまたは樹脂であってもよい。
【００４２】
　また本発明における第１成分および第２成分はそれぞれ、互いに反応する官能基を有し
ているのが好ましい。このような官能基を互いに反応させることによって、コーティング
組成物によって得られる防眩層の耐性を高めることができる。このような官能基の組合せ
として、例えば、活性水素を有する官能基（水酸基、アミノ基、チオール基、カルボキシ
ル基など）とエポキシ基、活性水素を有する官能基とイソシアネート基、エチレン性不飽
和基とエチレン性不飽和基（エチレン性不飽和基の重合が生じる）、シラノール基とシラ
ノール基（シラノール基の縮重合が生じる）、シラノール基とエポキシ基、活性水素を有
する官能基と活性水素を有する官能基、活性メチレンとアクリロイル基、オキサゾリン基
とカルボキシル基などが挙げられる。また、ここにいう「互いに反応する官能基」とは、
第１成分および第２成分のみを混合しただけでは反応は進行しないが、触媒または硬化剤
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を併せて混合することにより互いに反応するものも含まれる。ここで使用できる触媒とし
て、例えば光開始剤、ラジカル開始剤、酸・塩基触媒、金属触媒などが挙げられる。使用
できる硬化剤として、例えば、メラミン硬化剤、（ブロック）イソシアネート硬化剤、エ
ポキシ硬化剤などが挙げられる。
【００４３】
　第１成分および第２成分それぞれが、互いに反応する官能基を有する場合は、第１成分
と第２成分との混合物は、熱硬化性、光硬化性（紫外線硬化性、可視光硬化性、赤外線硬
化性など）といった硬化性を有することとなる。
【００４４】
　本発明においては、好ましくは第１成分および第２成分として、（メタ）アクリル樹脂
を骨格構造に含む樹脂を使用することができる。
【００４５】
　また、第１成分および第２成分の分子量は、分子量（第１成分および第２成分が樹脂で
ある場合は重量平均分子量）で１００～１０００００であるのが好ましい。
【００４６】
　第１成分と第２成分との相分離をもたらす、第１成分および第２成分それぞれの物性の
差として、例えばそれぞれの樹脂のＳＰ値、ガラス転移温度（Ｔｇ）、表面張力、数平均
分子量などが一定の差異を有する場合が挙げられる。
【００４７】
　ＳＰ値とは、ｓｏｌｕｂｉｌｉｔｙ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ（溶解性パラメーター）の略
であり、溶解性の尺度となるものである。ＳＰ値は数値が大きいほど極性が高く、逆に数
値が小さいほど極性が低いことを示す。
【００４８】
　例えば、ＳＰ値は次の方法によって実測することができる［参考文献：ＳＵＨ、ＣＬＡ
ＲＫＥ、Ｊ．Ｐ．Ｓ．Ａ－１、５、１６７１～１６８１（１９６７）］。
【００４９】
測定温度：２０℃
サンプル：樹脂０．５ｇを１００ｍｌビーカーに秤量し、良溶媒１０ｍｌをホールピペッ
トを用いて加え、マグネティックスターラーにより溶解する。
溶媒：
良溶媒…ジオキサン、アセトンなど
貧溶媒…ｎ－ヘキサン、イオン交換水など
濁点測定：５０ｍｌビュレットを用いて貧溶媒を滴下し、濁りが生じた点を滴下量とする
。
【００５０】
　樹脂のＳＰ値δは次式によって与えられる。
【００５１】
【数１】
　
　
【数２】
　
　
【数３】
　
　
【００５２】
Ｖｉ：溶媒の分子容（ｍｌ／ｍｏｌ）
φｉ：濁点における各溶媒の体積分率
δｉ：溶媒のＳＰ値
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ｍｌ：低ＳＰ貧溶媒混合系
ｍｈ：高ＳＰ貧溶媒混合系
【００５３】
　第１成分と第２成分との相分離をもたらす第１成分および第２成分それぞれの物性の差
がＳＰ値の差である場合、第１成分のＳＰ値と第２成分のＳＰ値との差は０．５以上であ
るのが好ましい。このＳＰ値の差が０．８以上であるのがさらに好ましい。このＳＰ値の
差の上限は特に限定されないが、一般には１５以下である。第１成分のＳＰ値と第２成分
のＳＰ値との差が０．５以上ある場合は、互いの樹脂の相溶性が低く、それによりコーテ
ィング組成物の塗布後に第１成分と第２成分との相分離がもたらされると考えられる。
【００５４】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、さらに有機溶媒を含んでもよい。そして、防眩
性コーティング組成物に含まれる、第１成分、第２成分および有機溶媒について、第１成
分のＳＰ値（ＳＰ１ ）、第２成分のＳＰ値（ＳＰ２ ）および有機溶媒のＳＰ値（ＳＰｓ ｏ

ｌ ）が、下記条件；
ＳＰ１ ＜ＳＰ２ 、および
ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差が２以下である；
を満たす関係にあるのがより好ましい。ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差が２以下であることに
よって、低ヘーズでありかつ防眩性能に優れた防眩フィルムを調製することができること
となる。ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差は１以下、つまり０～１の範囲内であるのがさらに好
ましい。
【００５５】
　なお、ＳＰ１ およびＳＰｓ ｏ ｌ は、これらの差が２以下であればよい。ＳＰ１ ＜ＳＰｓ

ｏ ｌ であってもよく、ＳＰ１ ＞ＳＰｓ ｏ ｌ であってもよい。
【００５６】
　上記式の関係を満たす第１成分および第２成分の一例として、第１成分がオリゴマーま
たは樹脂であり、前記第２成分がモノマーである場合が挙げられる。第１成分のオリゴマ
ーまたは樹脂として、不飽和二重結合含有アクリル共重合体であるのがより好ましい。第
２成分のモノマーとして、多官能性不飽和二重結合含有モノマーであるのがより好ましい
。なお、本明細書でいう「オリゴマー」とは、繰り返し単位を有する重合体であって、こ
の繰り返し単位の数が３～１０であるものをいう。
【００５７】
　不飽和二重結合含有アクリル共重合体は、例えば（メタ）アクリルモノマーを重合また
は共重合した樹脂、（メタ）アクリルモノマーと他のエチレン性不飽和二重結合を有する
モノマーとを共重合した樹脂、（メタ）アクリルモノマーと他のエチレン性不飽和二重結
合およびエポキシ基を有するモノマーとを反応させた樹脂、（メタ）アクリルモノマーと
他のエチレン性不飽和二重結合およびイソシアネート基を有するモノマーとを反応させた
樹脂、などが挙げられる。これらの不飽和二重結合含有アクリル共重合体は１種を単独で
用いてもよく、また２種以上を混合して用いてもよい。
【００５８】
　多官能性不飽和二重結合含有モノマーとして、上記の多官能性モノマー、例えば、多価
アルコールと（メタ）アクリレートとの脱アルコール反応物、具体的には、ジペンタエリ
スリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリ
レート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパン
テトラ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレートなどを用
いることができる。この他にも、ポリエチレングリコール＃２００ジアクリレート（共栄
社化学（株）社製）などの、ポリエチレングリコール骨格を有するアクリレートモノマー
を使用することもできる。これらの多官能性不飽和二重結合含有モノマーは１種を単独で
用いてもよく、また２種以上を混合して用いてもよい。
【００５９】
　上記式の関係を満たす第１成分および第２成分の他の一例として、第１成分および第２
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成分が、共にオリゴマーまたは樹脂である場合が挙げられる。第１成分および第２成分と
して、（メタ）アクリル樹脂を骨格構造に含む樹脂を用いるのが好ましい。この第１成分
は、不飽和二重結合含有アクリル共重合体であるのがより好ましく、また第２成分は多官
能性不飽和二重結合含有モノマーであるのがより好ましい。
【００６０】
　第１成分および第２成分が上記組み合わせである場合に好ましい有機溶媒として、例え
ば、メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの
ケトン系溶媒；メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール
などのアルコール系溶媒；アニソール、フェネトールプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、
ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテルなどの
エーテル系溶媒などが挙げられる。これらの溶媒は１種を単独で用いてもよく、また２種
以上の有機溶媒を混合して用いてもよい。また、２種以上の有機溶媒を用いる場合は、用
いられる有機溶媒のうち少なくとも１種が、上記の「ＳＰ１ とＳＰｓ ｏ ｌ との差が２以下
である」という条件を満たせばよく、使用する全ての有機溶媒が上記条件を満たす必要は
ない。
【００６１】
　第１成分および第２成分が樹脂である場合、ガラス転移温度（Ｔｇ）は、通常の動的粘
弾性によるＴｇの測定方法と同様の方法により得ることができる。このＴｇは、例えば、
ＲＨＥＯＶＩＢＲＯＮ　ＭＯＤＥＬ　ＲＨＥＯ２０００、３０００（商品名、オリエンテ
ック社製）等を用いて測定することができる。
【００６２】
　第１成分および第２成分が樹脂である場合において、第１成分と第２成分との相分離を
もたらす第１成分および第２成分それぞれの物性の差がＴｇの差である場合、第１成分お
よび第２成分のうちいずれか一方が、組成物塗布時の環境温度より低いＴｇを有し、他の
一方が組成物塗布時の環境温度より高いＴｇを有するのが好ましい。この場合は、環境温
度より高いＴｇを有する樹脂は、その環境温度では分子運動が制御されたガラス状態であ
るため、塗布後にコーティング組成物中で凝集し、それにより第１成分と第２成分との相
分離がもたらされると考えられる。
【００６３】
　例として、第１成分および第２成分が樹脂である場合において、組成物塗布時の環境温
度が２０～１５０℃であって、組成物塗布時の環境温度より低いＴｇを有する樹脂のＴｇ
が－７０～１２０℃、そして組成物塗布時の環境温度より高いＴｇを有する樹脂のＴｇが
９０～２００℃である場合が挙げられる。上記の環境温度は４０～１２０℃であるのが好
ましく、環境温度より低いＴｇを有する樹脂のＴｇは－６０～８０℃であるのが好ましく
、そして環境温度より高いＴｇを有する樹脂のＴｇは１００～１５０℃であるのが好まし
い。この場合、組成物塗布時の環境温度より低いＴｇを有する樹脂が第１成分であって、
組成物塗布時の環境温度より高いＴｇを有する樹脂が第２成分であってもよく、またはそ
の逆であってもよい。
【００６４】
　また、第１成分または第２成分のうち何れか一方がモノマーである場合は、これらの第
１成分および第２成分のＴｇの差が２０℃以上であり、そして第１成分および第２成分に
おいて、より高いＴｇを有する成分のＴｇが２０℃以上であるのが好ましい。この第１成
分および第２成分のＴｇの差は、３０℃以上であるのがより好ましく、５０℃以上である
のがさらに好ましい。この第１成分および第２成分のＴｇの差の上限は、特に制限される
ものではないが、例えば１００℃以下である場合などが挙げられる。この場合は、より高
いＴｇを有する成分は、より分子運動が制御されているため、塗布後にコーティング組成
物中で凝集し、それにより第１成分と第２成分との相分離がもたらされると考えられる。
【００６５】
　例として、第１成分または第２成分のうち何れか一方がモノマーである場合において、
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より低いＴｇを有する成分、つまりモノマーのＴｇが－７０～０℃であり、そしてより高
いＴｇを有する樹脂のＴｇが２０～２００℃である場合が挙げられる。この場合、組成物
塗布時の環境温度として、例えば２０～１２０℃である場合などが挙げられる。より好ま
しい例として、より低いＴｇを有するモノマー成分のＴｇが－６０～０℃であり、そして
より高いＴｇを有する樹脂のＴｇは３０～１５０℃である場合が挙げられる。この場合、
組成物塗布時の環境温度として、例えば２０～１２０℃である場合などが挙げられる。こ
れらの場合において、モノマーが第１成分であってもよく、また第２成分であってもよい
。
【００６６】
　なお、第１成分または第２成分がモノマーである場合は、上記方法を用いてガラス転移
温度を測定することは困難である。一般にモノマーのガラス転移温度は、そのモノマーの
融点とほぼ等しいと考えられている。本明細書において、第１成分または第２成分がモノ
マーである場合、このモノマーのＴｇはモノマーの融点と等しいものとする。
【００６７】
　第１成分と第２成分との相分離をもたらす第１成分および第２成分それぞれの物性の差
が表面張力の差である場合、第１成分の表面張力と第２成分の表面張力との差が１～７０
ｄｙｎ／ｃｍであるのが好ましい。この差が５～３０ｄｙｎ／ｃｍであるのがさらに好ま
しい。第１成分の表面張力と第２成分の表面張力との差が１～７０ｄｙｎ／ｃｍである場
合は、より高い表面張力を有する樹脂が凝集する傾向にあり、それにより組成物の塗布後
に第１成分と第２成分との相分離がもたらされると考えられる。
【００６８】
　表面張力は、ビックケミー社製ダイノメーターを用いて輪環法で測定した静的表面張力
を求めることによって測定することができる。
【００６９】
　本発明のコーティング組成物には、上記の第１成分および第２成分のほかに、通常使用
される樹脂が含まれてもよい。本発明のコーティング組成物は、上記のような第１成分お
よび第２成分を用いることによって、樹脂粒子などを含ませなくても、凹凸を有する樹脂
層を形成することができることに特徴がある。そのため、本発明のコーティング組成物は
、樹脂粒子を含まないのが好ましい。
【００７０】
　本発明のコーティング組成物は、第１成分と第２成分を、必要に応じた溶媒、触媒、硬
化剤と併せて混合することにより調製される。コーティング組成物中における第１成分と
第２成分との比率は、１：９９～９９：１が好ましく、１：９９～５０：５０がより好ま
しく、１：９９～２０：８０がさらに好ましい。触媒を用いる場合は、第１成分および第
２成分そして必要に応じた他の樹脂（これらを合わせて「樹脂成分」という。）１００重
量部に対して、０．０１～２０重量部、好ましくは１～１０重量部加えることができる。
硬化剤を用いる場合は、上記樹脂成分１００重量部に対して、０．１～５０重量部、好ま
しくは１～３０重量部加えることができる。溶媒を用いる場合は、上記樹脂成分１００重
量部に対して、１～９９００重量部、好ましくは１００～９００重量部加えることができ
る。
【００７１】
　本発明で用いられるコーティング組成物中の溶媒は、特に限定されるものではなく、第
１成分および第２成分、塗装の下地となる部分の材質および組成物の塗装方法などを考慮
して適時選択される。用いられる溶媒の具体例としては、例えば、トルエン、キシレンな
どの芳香族系溶媒；メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘ
キサノンなどのケトン系溶媒；ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、テトラヒドロ
フラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチ
ルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエ
ーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アニソール、フェネトールなどのエ
ーテル系溶媒；酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロピル、エチレングリコールジアセ
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テートなどのエステル系溶媒；ジメチルホルムアミド、ジエチルホルムアミド、Ｎ－メチ
ルピロリドンなどのアミド系溶媒；メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソ
ルブなどのセロソルブ系溶媒；メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール
系溶媒；ジクロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン系溶媒；などが挙げられる。これ
らの溶媒を単独で使用してもよく、また２種以上を併用して使用してもよい。これらの溶
媒のうち、エステル系溶媒、エーテル系溶媒、アルコール系溶媒およびケトン系溶媒が好
ましく使用される。
【００７２】
　本発明の防眩性コーティング組成物は、必要に応じて、種々の添加剤を添加することが
できる。このような添加剤として、帯電防止剤、可塑剤、界面活性剤、酸化防止剤、及び
紫外線吸収剤などの常用の添加剤が挙げられる。
【００７３】

　本発明の防眩フィルムは、透明基材と防眩層とを有する。この防眩層は、上記の防眩性
コーティング組成物から形成される。
【００７４】
　透明基材としては、各種透明プラスチックフィルム、透明プラスチック板およびガラス
などを使用することができる。透明プラスチックフィルムとして、例えばトリアセチルセ
ルロース（ＴＡＣ）フィルム、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ジアセ
チレンセルロースフィルム、アセテートブチレートセルロースフィルム、ポリエーテルサ
ルホンフィルム、ポリアクリル系樹脂フィルム、ポリウレタン系樹脂フィルム、ポリエス
テルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスルホンフィルム、ポリエーテルフィル
ム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、（メタ）アクリルニト
リルフィルム等が使用できる。透明基材として、トリアセチルセルロースを使用するのが
好ましい。トリアセチルセルロースの屈折率は１．４８程である。トリアセチルセルロー
スは、偏光板の偏光層を保護する保護フィルムとして汎用されているため、透明基材とし
て使用することにより得られる防眩フィルムをそのまま保護フィルムとして用いることが
できる。なお、透明基材の厚さは、用途に応じて適時選択することができるが、一般に２
５～１０００μｍ程で用いられる。
【００７５】
　防眩層は、透明基材上に、上記の防眩性コーティング組成物を塗布することにより形成
される。コーティング組成物の塗布方法は、コーティング組成物および塗装工程の状況に
応じて適時選択することができ、例えばディップコート法、エアーナイフコート法、カー
テンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法やエクスト
ルージョンコート法（米国特許２６８１２９４号明細書）などにより塗布することができ
る。
【００７６】
　防眩層の厚みは、特に制限されるものではなく、種々の要因を考慮して適時設定するこ
とができる。例えば、乾燥膜厚が０．０１～２０μｍとなるようにコーティング組成物を
塗布することができる。
【００７７】
　透明基材に塗布された塗膜をそのまま硬化させてもよく、また硬化させる前に塗膜を乾
燥させて、硬化前に予め相分離させておいてもよい。塗膜を硬化させる前に乾燥させる場
合は、３０～２００℃、より好ましくは４０～１５０℃で、０．１～６０分間、より好ま
しくは１～３０分間乾燥させて、溶媒を除去し、予め相分離させることができる。第１成
分と第２成分との混合物が光硬化性である場合に、硬化前に乾燥させて予め相分離させて
おくことは、防眩層中の溶媒を効果的に除去でき、かつ所望の大きさの凹凸を設けること
ができるという利点がある。
【００７８】
　硬化させる前に相分離させる他の方法として、塗膜に光を照射して相分離させる方法を
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用いることもできる。照射する光として、例えば露光量０．１～１．５Ｊ／ｃｍ２ の光、
好ましくは０．５～１．５Ｊ／ｃｍ２ の光を用いることができる。またこの照射光の波長
は特に限定されるものではないが、例えば３６０ｎｍ以下の波長を有する照射光などを用
いることができる。例えば光開始剤として２－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル
］－２－モルフォリノプロパン－１－オンなどを用いる場合は、照射光は３１０ｎｍ付近
の波長を有する光を照射するのが好ましく、そしてさらに３６０ｎｍ付近の波長を有する
光を照射するのがより好ましい。このような光は、高圧水銀灯、超高圧水銀灯などを用い
て得ることができる。このように光を照射することによって、相分離および硬化が生じる
こととなる。光を照射して相分離させることによって、コーティング組成物に含まれる溶
媒の乾燥ムラに起因する表面形状のムラを回避できるという利点がある。
【００７９】
　コーティング組成物の塗布により得られた塗膜を、または乾燥させた塗膜を、硬化させ
ることによって、防眩層が形成される。第１成分と第２成分との混合物が熱硬化性である
場合は、４０～２８０℃、より好ましくは８０～２５０℃で、０．１～１８０分間、より
好ましくは１～６０分間加熱することにより、硬化させることができる。第１成分と第２
成分との混合物が光硬化性である場合は、必要に応じた波長の光を発する光源を用いて光
を照射することによって、硬化させることができる。なお、光照射は、上記のとおり相分
離させる目的で用いることもできる。
【００８０】
　こうして形成される防眩フィルムの断面該略図を図１に示す。防眩フィルム１は、防眩
層３と透明基材５とを有している。本発明の防眩フィルム表面の凹凸は自然発生的に凹凸
配置が決まるので、樹脂層の表面に不規則な凹凸形状を形成することができる。
【００８１】
　防眩層の表面の凹凸形状は、Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ （十点平均粗さ）のパラメーターを使用
して評価することができる。ここでＲｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ は、ＪＩＳ　Ｂ０６０１の付属書１
表１において規格化されたパラメーターである。このＲｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ は、表面上の凹凸
の高さ粗さを表わす指標である。図２は、パラメーターＲｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ の説明図である
。この図中において、実線曲線は防眩層の断面を示している。十点平均粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ

Ｓ ９ ４ ）は、例えば（株）キーエンス製、超深度形状測定顕微鏡などを用いて、ＪＩＳ　
Ｂ０６０１の付属書１に準拠して測定することができる。なお、ＪＩＳ　Ｂ０６０１は、
ＩＳＯ　４２８７を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日
本工業規格である。
【００８２】
　本発明の防眩フィルムは、Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ が１．０μｍ以下であるのが好ましい。Ｒ

ｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ が１．０μｍを超える場合は、ヘーズが高くなり、白ぼけが発生するなど
、防眩用途として不具合が生じることがある。Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ は０．８μｍ以下である
のがより好ましく、０．５μｍ以下であるのがさらに好ましい。下限は０．１μｍである
のが好ましい。
【００８３】
　本発明の防眩フィルムは、全光線透過率が９０％以上であるのが好ましく、９５％以上
であるのがより好ましい。特に本件発明においては、樹脂粒子を含有していないため、上
記のように高い全光線透過率を達成することが可能となる。全光線透過率（Ｔｔ （％））
は、防眩フィルムに対する入射光強度（Ｔ０ ）と防眩フィルムを透過した全透過光強度（
Ｔ１ ）とを測定し、下記式により算出される。全光線透過率の概略説明図を図３に示す。
【数４】
　
　
　
【００８４】
　全光線透過率の測定は、例えばヘーズメーター（スガ試験機社製）を用いて測定するこ
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とができる。
【００８５】
　本発明の防眩フィルムは、ヘーズが２０％未満であるのが好ましく、１８％以下である
のがより好ましく、１５％以下であるのがさらに好ましく、１０％以下であるのがとりわ
け好ましい。本発明によって、上記の通りヘーズが低く、かつ防眩性に優れるという、優
れた性能を有する防眩フィルムを調製することができる。ヘーズが低いことの利点として
、防眩フィルムを液晶表示装置に設けた場合に、表示される画像の鮮明性を損なわないこ
と、白ぼけが発生しにくいことなどが挙げられる。このようなヘーズの低い防眩フィルム
は、特に高詳細液晶表示装置に表示される画像の鮮明性を損なわないという利点がある。
【００８６】
　ヘーズは、ＪＩＳ　Ｋ７１０５に準拠して、下記式より算出することができる。
【数５】
　
　
　
Ｈ：ヘーズ（曇価）（％）
Ｔｄ ：拡散透光率（％）
Ｔｔ ：全光線透過率（％）
【００８７】
　ヘーズの測定は、例えばヘーズメーター（スガ試験機社製）を用いて測定することがで
きる。
【００８８】
　本発明の防眩フィルムは、ＲＺ 　 Ｊ Ｉ Ｓ が１．５μｍ以下であるのが好ましい。ここで
ＲＺ 　 Ｊ Ｉ Ｓ とは、粗さ曲線の最大高さ粗さであり、ＪＩＳ　Ｂ０６０１－２００１にお
いて規定されるパラメーターである。ＲＺ 　 Ｊ Ｉ Ｓ が１．０μｍ以下であるのがより好ま
しく、０．７μｍ以下であるのがさらに好ましい。下限は０．１μｍであるのが好ましい
。本発明の防眩フィルムは、樹脂粒子などの粒子を含むことなく調製できることを特徴と
する。樹脂粒子などを用いて防眩フィルム上の凹凸を形成する場合は、防眩フィルムの調
製中に樹脂粒子の凝集が生じることが多い。そしてこの凝集によって、ＲＺ 　 Ｊ Ｉ Ｓ （最
大高さ粗さ）の値は高くなってしまう。防眩フィルムのＲＺ 　 Ｊ Ｉ Ｓ （最大高さ粗さ）の
値が１．５μｍを超える場合は、防眩フィルムを透過する画像の鮮明性が低下したり、白
ぼけが生じるといった不具合が生じる恐れがある。
【００８９】
　本発明の防眩フィルムは、Ｓｍが１００μｍ以下であるのが好ましく、５０μｍ以下で
あるのがさらに好ましい。下限は５μｍであるのが好ましい。ここでＳｍとは、表面の粗
さ曲線要素の平均長さであり、一般に粗さ曲線の山谷平均間隔または凹凸の平均間隔と言
われるものである。Ｓｍは、例えば（株）キーエンス製、超深度形状測定顕微鏡などを用
いて、ＪＩＳ　Ｂ０６３３に準拠して測定することができる。なお、ＪＩＳ　Ｂ０６３３
は、ＩＳＯ　４２８８を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成し
た日本工業規格である。
【００９０】
　本発明の防眩フィルムは、防眩層の表面の不規則な凹凸形状の配置が、自然発生的に決
まるものである。そして本発明の防眩フィルムは、散乱角に対する散乱光強度が極大値を
有さないのが好ましい。防眩フィルムの面に対して法線方向、つまりフィルム面に対して
直角方向から光を照射した場合、透過光は、この照射光がそのまま進行する方向、つまり
散乱角が０°の方向、が最大である。そして照射光が防眩フィルムにより散乱することに
よって、この法線方向から角度がずれた方向にも光が透過することとなる。この散乱した
光が散乱光（透過散乱光）である。本発明の防眩フィルムは、この散乱角に対する散乱光
強度が極大値を有さないのが好ましい。この散乱光が極大値を有する場合は、特定の角度
に対して散乱光が集まることとなり、これにより光の干渉が生じることがある。光の干渉
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の発生は、防眩フィルムを透過する画像の鮮明性の低下をもたらす恐れがあるため、好ま
しくない。
【００９１】
　本発明の防眩フィルムは、さらに低屈折率層を有していてもよい。低屈折率層は、低屈
折率樹脂で構成されている。低屈折率層を防眩層の少なくとも一方の面に積層することに
より、光学部材などにおいて、低屈折率層を最表面となるように配設した場合などに、外
部からの光（外部光源など）が、防眩性フィルムの表面で反射するのを有効に防止するこ
とができる。また、低屈折率層を最表面となるように配置することによって、防眩フィル
ムのヘーズをさらに低くすることができる。低屈折率層を最表面となるように配置する、
つまり透明基材の上に防眩層を形成し、この防眩層の上にさらに低屈折率層を形成するこ
とによって、得られる防眩フィルムのヘーズをさらに下げることができる。
【００９２】
　低屈折率樹脂の屈折率は、例えば、１．３５～１．３９、好ましくは１．３６～１．３
９、さらに好ましくは１．３８～１．３９程度である。
【００９３】
　低屈折率層の厚みは、例えば、０．０５～２μｍ、好ましくは０．１～１μｍ（例えば
、０．１～０．５μｍ）、さらに好ましくは０．１～０．３μｍ程度である。
【００９４】
　低屈折率樹脂としては、例えば、メチルペンテン樹脂、ジエチレングリコールビス（ア
リルカーボネート）樹脂、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ）、ポリビニルフルオ
ライド（ＰＶＦ）などのフッ素樹脂などが挙げられる。また、低屈折率層は、通常、フッ
素含有化合物を含有するのが好ましい。フッ素含有化合物を用いることによって、低屈折
率層の屈折率を所望に応じて低減することができる。
【００９５】
　フッ素含有化合物としては、フッ素原子と、熱や活性エネルギー線（紫外線や電子線な
ど）などにより反応する官能基（架橋性基又は重合性基などの硬化性基など）とを有し、
熱や活性エネルギー線などにより硬化又は架橋してフッ素含有樹脂（特に硬化又は架橋樹
脂）を形成可能なフッ素含有樹脂前駆体が挙げられる。このようなフッ素含有樹脂前駆体
としては、例えば、フッ素原子含有熱硬化性化合物又は樹脂［フッ素原子とともに、反応
性基（エポキシ基、イソシアネート基、カルボキシル基、ヒドロキシル基など）、重合性
基（ビニル基、アリル基、（メタ）アクリロイル基など）などを有する低分子量化合物］
、活性光線（紫外線など）により硬化可能なフッ素原子含有光硬化性化合物又は樹脂（光
硬化性フッ素含有モノマー又はオリゴマーなどの紫外線硬化性化合物など）などを挙げる
ことができる。
【００９６】
　フッ素原子含有熱硬化性化合物又は樹脂としては、例えば、少なくともフッ素含有モノ
マーを用いて得られる低分子量樹脂、例えば、構成モノマーとしてのポリオール成分の一
部又は全部に代えてフッ素含有ポリオール（特にジオール）を用いて得られるエポキシ系
フッ素含有樹脂；同様に、ポリオール及び／又はポリカルボン酸成分の一部又は全部に代
えて、フッ素原子含有ポリオール及び／又はフッ素原子含有ポリカルボン酸成分を用いて
得られる不飽和ポリエステル系フッ素含有樹脂；ポリオール及び／又はポリイソシアネー
ト成分の一部又は全部に代えて、フッ素原子含有ポリオール及び／又はポリイソシアネー
ト成分を用いて得られるウレタン系フッ素含有樹脂などが例示できる。これらの熱硬化性
化合物又は樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
【００９７】
　フッ素原子含有光硬化性化合物には、例えば、単量体、オリゴマー（又は樹脂、特に低
分子量樹脂）が含まれ、単量体としては、例えば、前記防眩層の項で例示の単官能性単量
体及び多官能性単量体に対応するフッ素原子含有単量体［（メタ）アクリル酸のフッ化ア
ルキルエステルなどのフッ素原子含有（メタ）アクリル系単量体、フルオロオレフィン類
などのビニル系単量体などの単官能性単量体；１－フルオロ－１，２－ジ（メタ）アクリ
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ロイルオキシエチレンなどのフッ化アルキレングリコールのジ（メタ）アクリレートなど
］が例示できる。また、オリゴマー又は樹脂としては、前記防眩層の項で例示のオリゴマ
ー又は樹脂に対応するフッ素原子含有オリゴマー又は樹脂などが使用できる。これらの光
硬化性化合物は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。
【００９８】
　フッ素含有樹脂の硬化性前駆体は、例えば、溶液（コート液）状の形態で入手でき、こ
のようなコート液は、例えば、日本合成ゴム（株）製「ＴＴ１００６Ａ」及び「ＪＮ７２
１５」や、大日本インキ化学工業（株）製「ディフェンサＴＲ－３３０」などとして入手
できる。
【００９９】
　本発明の防眩性フィルムは、透明基材として低屈折率層を用いて、防眩層及び低屈折率
層で構成してもよい。本発明の防眩性フィルムはまた、透明基材と、この透明基材上に順
次形成された防眩層及び低屈折率層とで構成してもよい。
【０１００】

　本発明の防眩性反射防止フィルムは、液晶表示装置（液晶ディスプレイ）の偏光板に用
いることができる。本発明の防眩フィルムを用いた偏光板の断面概略図を図４に示す。図
４に例示される偏光板１０は、偏光層（偏光素子）１２の一方の面（図４において上面側
）に上記の防眩フィルム１が設けられた構成である。
【０１０１】
　偏光層１２は、２層の透明基材５、１４の間に積層されていている。透明基材５、１４
としてＴＡＣフィルムを使用することができる。この偏光層１２は３層構造であり、第１
層及び第３層がポリビニルアルコール（ＰＶＡ）にヨウ素を加えたフィルム、中間の第２
層がＰＶＡフィルムからなっている。この防眩フィルム１は透明基材５に防眩層３を積層
した構成である。
【０１０２】
　前記偏光層１２の両外側に設けられる透明基材として、ＴＡＣフィルムを用いる場合は
、複屈折がなく偏光が乱されないので、偏光素子となるＰＶＡ及びＰＶＡ＋ヨウ素フィル
ムと積層しても、偏光が乱されない。従って、このような偏光板１０を用いて表示品位の
優れた液晶表示装置を得ることができる。
【０１０３】
　上記のような偏光板１０における偏光層１２を構成する偏光素子としては、ヨウ素又は
染料により染色し、延伸してなるＰＶＡフィルムに、ポリビニルホルマールフィルム、ポ
リビニルアセタールフィルム、エチレン－酢酸ビニル共重合体系ケン化フィルム等がある
。
【０１０４】
　なお、偏光層１２を構成する各フィルムを積層するにあたっては、接着性の増加及び静
電防止のために、前記透明基材にケン化処理を行うとよい。
【０１０５】

　本発明の防眩性反射防止フィルムは、液晶表示装置（液晶ディスプレイ）に用いること
ができる。図５は、本発明の防眩フィルムを用いた透過型表示装置の断面概略図である。
【０１０６】
　図５に示される液晶表示装置２０は、上記偏光板１０と同様な偏光板２２と、液晶パネ
ル２４と、偏光板２６とを、この順で積層すると共に、偏光板２６側の背面にバックライ
ト２８を配置した透明型の液晶表示装置である。
【０１０７】
　前記液晶表示装置２０における液晶パネル２４で使用される液晶モードとしては、ツイ
ストネマチックタイプ（ＴＮ）、スーパーツイストネマチックタイプ（ＳＴＮ）、相転移
タイプ（ＰＣ）、高分子分散タイプ（ＰＤＬＣ）等のいずれであってもよい。
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【０１０８】
　液晶の駆動モードとしては、単純マトリックスタイプ、アクティブマトリックスタイプ
のどちらでもよく、アクティブマトリックスタイプの場合では、ＴＦＴ、ＭＩＭ等の駆動
方式が取られる。液晶パネル２４は、カラータイプあるいはモノクロタイプのいずれであ
ってもよい。
【０１０９】
　本発明の防眩性反射防止フィルムは、液晶表示装置の他に、プラズマディスプレイパネ
ル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）や陰極管表示装置（Ｃ
ＲＴ）のような画像表示装置にも用いることができる。本発明の防眩フィルムを液晶表示
装置に用いる場合、防眩層が設けられていない方の透明基材表面上に粘着層を設ける等し
て、ディスプレイの最表面に配置することができる。本発明による防眩フィルムの防眩層
上に、さらに反射防止処理などを行なってもよい。
【実施例】
【０１１０】
　以下の実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されな
い。尚、特に断らない限り、「部」は重量部を表わす。
【０１１１】

　シリコーンアクリルブロック共重合体の調製
　ＶＰＳ－１００１Ｎ（アゾ基含有ポリシロキサン化合物、和光純薬工業社製、ポリシロ
キサン鎖の分子量１０，０００、固形分５０％）２４３．９ｇと、シクロヘキシルメタク
リレート　１４４．０ｇ、スチレン　４３．７ｇ、ヒドロキシルエチルメタクリレート　
５２．３ｇ及び酢酸ブチル　３４３．３ｇからなる混合物とを混合した。この混合溶液を
、撹拌羽根、窒素導入管、冷却管及び滴下漏斗を備えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素
雰囲気下で１２０℃に加温した酢酸ブチル　２７０．０ｇに、３時間かけて等速で滴下し
、その後、１２０℃で３０分間混合し、反応させた。ターシャリーブチルペルオキシ－２
－エチルヘキサノエート　０．６０ｇを含む酢酸ブチル　１５．０ｇ溶液を、３０分間か
けて等速滴下してから、さらに１２０℃で１時間混合して反応させて、数平均分子量３４
，０００、重量平均分子量１２５，０００のシリコーンアクリルブロック共重合体を得た
。この樹脂は、Ｓｐ値：１０．８、Ｔｇ：６９℃、表面張力：１６ｄｙｎ／ｃｍであった
。
【０１１２】

　不飽和二重結合含有シリコーンアクリルブロック共重合体の調製
　ＶＰＳ－１００１Ｎ（アゾ基含有ポリシロキサン化合物、和光純薬工業社製、ポリシロ
キサン鎖の分子量１０，０００、固形分５０％）２４３．９ｇと、シクロヘキシルメタク
リレート　６８．２ｇ、スチレン　１０３．９ｇ、グリシジルメタクリレート　４４．３
ｇ及び酢酸ブチル　３４３．３ｇからなる混合物とを混合した。この混合溶液を、撹拌羽
根、窒素導入管、冷却管及び滴下漏斗を備えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素雰囲気下
で１２０℃に加温した酢酸ブチル２７０．０ｇに、３時間かけて等速で滴下し、その後、
１２０℃で３０分間反応させた。ターシャリーブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエ
ート０．６０ｇを含む酢酸ブチル１５．０ｇ溶液を３０分間かけて等速滴下してから、さ
らに１２０℃で１時間反応させた。この反応液にターシャルブチルアンモニウムブロマイ
ド　３．１２ｇとハイドロキノン　０．２ｇを含む酢酸ブチル　１０ｇ溶液を滴下し、空
気バブリングしながら、アクリル酸　２３．６ｇを１２０℃で５時間かけて等速滴下した
。さらに１２０℃で１時間反応させて、数平気分子量１９，０００、重量平均分子量８３
，０００の不飽和二重結合含有シリコーンアクリルブロック共重合体を得た。この樹脂は
、Ｓｐ値：１０．６、Ｔｇ：７６℃、表面張力：１８ｄｙｎ／ｃｍであった。
【０１１３】

　アクリル共重合体の調製
　イソボロニルメタクリレート　２８０．８ｇ、メチルメタクリレート　４．２ｇ、メタ
クリル酸　１５．０ｇ及びプロピレングリコールモノメチルエーテル　３４０．０ｇから
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なる混合物を混合した。この混合液を、撹拌羽根、窒素導入管、冷却管及び滴下漏斗を備
えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素雰囲気下で１１０℃に加温したプロピレングリコー
ルモノメチルエーテル　２００ｇに、３時間かけて等速で滴下し、その後、１１０℃で３
０分間反応させた。ターシャリーブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　３．０
ｇを含むプロピレングリコールモノメチルエーテル　１２０ｇの溶液を、３０分間かけて
等速滴下してから、さらにターシャリーブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　
０．３ｇを含むプロピレングリコールモノメチルエーテルの２５．５ｇ溶液を３０分間滴
下して、数平均分子量６，４００、重量平均分子量１４，８００のアクリル共重合体を得
た。この樹脂は、Ｓｐ値：９．９、Ｔｇ：１１３℃、表面張力：２９ｄｙｎ／ｃｍであっ
た。
【０１１４】

　不飽和二重結合含有アクリル共重合体の調製
　イソボロニルメタクリレート　１８７．２ｇ、メチルメタクリレート　２．８ｇ、メタ
クリル酸　１０．０ｇ及びプロピレングリコールモノメチルエーテル　１６０．０ｇから
なる混合物を混合した。この混合液を、撹拌羽根、窒素導入管、冷却管及び滴下漏斗を備
えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素雰囲気下で１００℃に加温したプロピレングリコー
ルモノメチルエーテル　２００．０ｇに、ターシャルブチルペルオキシ－２－エチルヘキ
サノエートを含むプロピレングリコールモノメチルエーテルの８０．０ｇ溶液と同時に３
時間かけて等速で滴下し、その後、１時間１００℃で反応させた。その後、ターシャルブ
チルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　０．２ｇを含むプロピレングリコールモノ
メチルエーテル溶液を滴下して１００℃で１時間反応させた。その反応溶液にテトラブチ
ルアンモニウムブロマイド　１．５ｇとハイドロキノン０．２ｇを含む５．０ｇのプロピ
レングリコールモノメチルエーテル溶液を加え、空気バブリングしながら、さらにグリシ
ジルメタクリレート　１７．３ｇとプロピレングリコールモノメチルエーテル　５ｇの溶
液を１時間かけて滴下し、その後５時間かけて更に反応させた。数平均分子量８，８００
、重量平均分子量１８，０００の不飽和二重結合含有アクリル共重合体を得た。この樹脂
は、Ｓｐ値：９．８、Ｔｇ：１１３℃、表面張力：３１ｄｙｎ／ｃｍであった。
【０１１５】

　不飽和二重結合含有アクリル共重合体の調製
　イソボロニルメタクリレート　１４７．２ｇ、メチルメタクリレート　２．８ｇ、エチ
ルヒドロキシアクリレート　４．０ｇ、メチルアクリル酸　１０．０ｇ及びプロピレング
リコールモノメチルエーテル　１６０．０ｇからなる混合物を混合した。この混合液を、
撹拌羽根、窒素導入管、冷却管及び滴下漏斗を備えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素雰
囲気下で１１０℃に加温したプロビレングリコールモノメチルエーテル　２００．０ｇに
、ターシャルブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　２ｇを含むプロピレングリ
コールモノメチルエーテルの８０．０ｇ溶液と同時に３時間かけて等速で滴下し、その後
、１１０℃で３０分間反応させた。その後、ターシャルブチルペルオキシ－２－エチルヘ
キサノエート　０．２ｇを含むプロピレングリコールモノメチルエーテル　１７ｇの溶液
を滴下して１１０℃で３０分間反応させた。その反応溶液にテトラブチルアンモニウムブ
ロマイド　１．５ｇとハイドロキノン０．１ｇを含む５．０ｇのプロピレングリコールモ
ノメチルエーテル溶液を加え、空気バブリングしながら、グリシジルメタクリレート　１
７．３ｇとプロピレングリコールモノメチルエーテル　５ｇの溶液を１時間かけて滴下し
、その後５時間かけて更に反応させた。数平均分子量８，８００、重量平均分子量１８，
０００の不飽和二重結合含有アクリル共重合体を得た。この樹脂は、Ｓｐ値：９．９、Ｔ
ｇ：５５℃、表面張力：２７ｄｙｎ／ｃｍであった。
【０１１６】

　不飽和二重結合含有アクリル共重合体の調製
　イソボロニルメタクリレート　１７１．６ｇ、メチルメタクリレート　２．６ｇ、メチ
ルアクリル酸　９．２ｇからなる混合物を混合した。この混合液を、攪拌羽根、窒素導入
管、冷却管及び滴下漏斗を備えた１０００ｍｌ反応容器中の、窒素雰囲気下で１１０℃に
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調整例５

調整例６



加温したプロピレングリコールモノメチルエーテル　３３０．０ｇに、ターシャルブチル
ペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　１．８ｇを含むプロピレングリコールモノメチ
ルエーテル　８０．０ｇ溶液と同時に３時間かけて等速で滴下し、その後、１１０℃で３
０分間反応させた。その後、ターシャルブチルペルオキシ－２－エチルヘキサノエート　
０．２ｇをプロピレングリコールモノメチルエーテル　１７．０ｇの溶液を滴下してテト
ラブチルアンモニウムブロマイド　１．４ｇとハイドロキノン０．１ｇを含む５．０ｇの
プロピレングリコールモノメチルエーテル溶液を加え、空気バブリングしながら、４－ヒ
ドロキシブチルアクリレートグリシジルエーテル　２２．４ｇとプロピレングリコールモ
ノメチルエーテル　５．０ｇの溶液を２時間かけて滴下し、その後５時間かけて更に反応
させた。数平均分子量５，５００、重量平均分子量１８，０００の不飽和二重結合含有ア
クリル共重合体を得た。この樹脂は、Ｓｐ値：１０．０、Ｔｇ：９２℃、表面張力：３１
ｄｙｎ／ｃｍであった。
【０１１７】

　調製例１のシリコーンアクリルブロック共重合体（この樹脂のＳｐ値：１０．８、Ｔｇ
：６９℃）３２重量部、調製例３のアクリル共重合体４８重量部（この樹脂のＳｐ値：９
．９、Ｔｇ：１１３℃）、更に熱硬化剤であるメラミン硬化剤２０重量部、熱硬化触媒で
あるパラトルエンスルホン酸６重量部、パーフルオロアルキル基含有オリゴマー０．１重
量部を、溶媒であるアニソール（Ｓｐ値：９．５）に混合して不揮発分率が２３重量％に
なるように溶液を作成した。得られた溶液を、環境温度２３℃で、トリアセチルセルロー
スフィルム基板に、スピンコーターにて８００ｒｐｍの回転数で１０秒間にて薄膜塗布し
た。膜厚５μｍの塗布膜を１００℃で１０分間加熱硬化し、防眩フィルムを得た。
【０１１８】
　得られた防眩フィルムの評価および防眩層表面の凹凸の評価を下記記載のように行なっ
た。なお、これらの評価方法により得られた結果を表２に示す。
【０１１９】

　表面上の凹凸の十点平均粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ ）を、キーエンス製、超深度形状測定
顕微鏡を用いてＪＩＳ－Ｂ０６０１の付属書１に準拠して測定し、Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ 値を
得た。
【０１２０】

　表面上の凹凸の粗さ曲線の最大高さ粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ）を、キーエンス製、超深度形
状測定顕微鏡を用いてＪＩＳ－Ｂ０６０１に準拠して測定し、Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ 値を得た。な
お、この粗さ曲線の最大高さ粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ）は実施例４および５のみ測定した。
【０１２１】

　ヘーズメーター（スガ試験機社製）を用いて、防眩フィルムに対する入射光強度（Ｔ０

）と防眩フィルムを透過した全透過光強度（Ｔ１ ）とを測定し、下記式により全光線透過
率（Ｔｔ （％））を算出した。
【数６】
　
　
　
【０１２２】

　防眩層の表面の凸凹により外光が拡散反射され視覚的に白濁感を与えること（白ぼけ）
を、目視にて判断した。目視判断にて白濁感がない場合を○、少し白濁感がある場合を△
、白濁感が目視ではっきり確認できる場合を×と評価した。
【０１２３】
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実施例１

十点平均粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ９ ４ ）

粗さ曲線の最大高さ粗さ（Ｒｚ 　 Ｊ Ｉ Ｓ ）

全光線透過率

白ぼけ



　表面の粗さ曲線要素の平均長さ（Ｓｍ）を、キーエンス製、超深度形状測定顕微鏡を用
いてＪＩＳ－Ｂ０６３３に準拠して測定し、Ｓｍ値を得た。
【０１２４】

　ヘーズメーター（スガ試験機社製）を用いて、防眩フィルムの拡散透光率（Ｔｄ （％）
）および上記全光線透過率（Ｔｔ （％））を測定し、ヘーズを算出した。
【数７】
　
　
　
Ｈ：ヘーズ（曇価）（％）
Ｔｄ ：拡散透光率（％）
Ｔｔ ：全光線透過率（％）
【０１２５】
　この防眩層表面の凹凸状態の超深度形状測定顕微鏡による三次元画像は図６のごとくの
海島構造を示した。得られた防眩フィルムは、蛍光灯下での蛍光灯の映り込みが無く、防
眩性に優れたものであった。
【０１２６】

　調製例２の不飽和二重結合含有シリコーンアクリルブロック共重合体（この樹脂のＳｐ
値：１０．６、Ｔｇ：７６℃）４０重量部、調製例４の不飽和二重結合含有アクリル共重
合体（この樹脂のＳｐ値：９．８、Ｔｇ：１１３℃）６０重量部、光開始剤である２，４
，６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド５重量部、パーフルオロ
アルキル基含有オリゴマー０．１重量部を、溶媒であるアニソールに混合して不揮発分率
が２０重量％となるように溶液を作成した。この溶液を、環境温度２３℃で、トリアセチ
ルセルロースフィルム基板にスピンコーターにて１０００ｒｐｍの回転数で１０秒間塗布
し、次いで１２０℃で１０分間加熱して溶媒を揮散させて、膜厚を８μｍとした。そのフ
ィルム膜を超高圧水銀灯で紫外線を照射して紫外線エネルギーが１Ｊ／ｃｍ２ になるよう
に露光した。得られた防眩フィルムおよび防眩層表面の凹凸を実施例１と同様に評価した
。評価結果を表２に示す。
【０１２７】
　この防眩層表面の凹凸状態を超深度形状測定顕微鏡測定した三次元画像は図７のごとく
の海島構造を示した。得られた防眩フィルムは蛍光灯下での蛍光灯の映り込みが無く、防
眩性に優れたものであった。
【０１２８】

　多官能性不飽和二重結合含有モノマーであるジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト（このモノマーのＳｐ値：１２．１）７５重量部と調製例５の不飽和二重結合含有アク
リル共重合体（この樹脂のＳｐ値：９．９、Ｔｇ：５５℃）、光開始剤である２，４，６
－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド５重量部、パーフルオロアル
キル基含有オリゴマー０．１重量部に、プロピレングリコールモノメチルエーテル（ＳＰ
値：１０．１）を溶媒として不揮発分率が２３重量％となるように調整した。この溶液を
、環境温度２３℃で、トリアセチルセルロースフィルム基板にバーコーター（Ｎｏ．１８
）にてバーコート塗布し、膜厚が６μｍとなるように５０℃で１０分間加熱して溶媒を除
去乾燥した。その後、この膜を超高圧水銀灯で紫外線を１Ｊ／ｃｍ２ のエネルギーとなる
ように露光して防眩層を形成した。得られた防眩フィルムおよび防眩層表面の凹凸を実施
例１と同様に評価した。評価結果を表２に示す。
【０１２９】
　この防眩層表面の凹凸状態の超深度形状測定顕微鏡による三次元画像は、図８のごとく
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実施例２
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海島構造を示した。得られた防眩フィルムは、蛍光灯下での蛍光灯の映り込みが無く、防
眩性に優れたものであった。
【０１３０】

　調製例６の不飽和二重結合含有アクリル共重合体（この樹脂のＳｐ値：１０．０、Ｔｇ
：９２℃）２０重量部と多官能性不飽和二重結合含有モノマーであるペンタエリスリトー
ルトリアクリレート（このモノマーのＳｐ値：１２．７）９０重量部、光開始剤である２
－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパン－１－オン　
７重量部を、溶媒であるイソブチルアルコール（ＳＰ値：１１．３）に混合して不揮発分
率が４０重量％となるように溶液を作成した。この溶液を、環境温度２３℃で、トリアセ
チルセルロースフィルム基板にバーコーター（Ｎｏ．１２）にてバーコート塗布し、膜厚
が６μｍとなるように６０℃で１分間加熱して溶媒を除去乾燥し、防眩層を形成した。そ
の後、この膜を超高圧水銀灯で紫外線を１Ｊ／ｃｍ２ のエネルギーとなるように露光して
硬化させた。得られた防眩フィルム及び防眩層表面の凹凸を実施例１と同様に評価した。
評価結果を表２に示す。
【０１３１】

　調製例６の不飽和二重結合含有アクリル共重合体（この樹脂のＳｐ値：１０．０、Ｔｇ
：９２℃）５重量部と多官能性不飽和二重結合含有モノマーであるペンタエリスリトール
トリアクリレート（このモノマーのＳｐ値：１２．７）５０重量部、ポリエチレングリコ
ール＃２００ジアクリレート（このモノマーのＳｐ値：１３．６）５０重量部、光開始剤
である２－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパン－１
－オン　１３重量部を、溶媒であるメチルイソブチルケトン（ＳＰ値：８．３）に混合し
て不揮発分が６０重量％となるように溶液を作成した。この溶液を、環境温度２３℃で、
トリアセチルセルロースフィルム基板にバーコーター（Ｎｏ．５）にてバーコート塗布し
、膜厚が４μｍとなるように８０℃で３分間加熱して溶媒を除去乾燥した。その後、この
膜を超高圧水銀灯で紫外線を１Ｊ／ｃｍ２ のエネルギーとなるように露光して防眩層を形
成し、硬化させた。得られた防眩フィルム及び防眩層表面の凹凸を実施例１と同様に評価
した。評価結果を表２に示す。
【０１３２】

（特許文献１に基づく参考例）
　紫外線硬化性樹脂（日本化薬製ＰＥＴＡ）１００部、トリアセチルセルロース（バイエ
ル社製）１．７重量部、光硬化開始剤（チバガイギー社製、イルガキュアー１８４）５重
量部およびスチレンビーズ（総研化学製、粒径２．５μｍ）２０重量部を混合した。トル
エンを用いて固形分４０％に調整し、環境温度２３℃で、トリアセチルセルロースフィル
ム基板上に、スピンコーターを用いて乾燥膜厚３．５μｍとなるように塗布した。８０℃
で１０分間溶剤乾燥し、次いで紫外線を２００ｍＪ／ｃｍ（ｓｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ：２
）照射して、防眩層を形成した。得られた防眩フィルムおよび防眩層を実施例１と同様に
評価した。評価結果を表２に示す。
【０１３３】

（特許文献３に基づく参考例）
　トリアセチルセルロースフィルム基板上に、フッ素基を導入したエポキシ樹脂とアクリ
ル樹脂とを２：１の割合で混合した溶液を、環境温度２３℃で、スピンコーターにて塗布
した。温度８０℃で９０分間加熱処理して塗布した樹脂を硬化させ、凸凹表面形状の防眩
層を形成した。得られた防眩フィルムおよび防眩層を実施例１と同様に評価した。評価結
果を表２に示す。この防眩層表面は海島構造を示した。得られた防眩フィルムは、蛍光灯
下での映り込みがないが、全光線透過率は８０％と低く、また白ぼけ評価は×であった。
【０１３４】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３５】
【表２】
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【０１３６】
　上記実施例において、本発明のコーティング組成物から形成される防眩フィルムは、比
較例によるものと比較して、全光線透過率が高くまた白ぼけもない等の優れた性能を有す
ることが確認された。また、実施例４および５に示すとおり、本発明により、ヘーズが低
くかつ全光線透過率が高くまた白ぼけもないという優れた性能を有する防眩フィルムを調
製できることが確認された。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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