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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材上に、少なくとも１層の機能層と、低屈折率層とを順に積層した反射防止フィ
ルムにおいて、
　前記少なくとも１層の機能層は、前記低屈折率層に接しており、非反応性フッ素系レベ
リング剤のみからなるレベリング剤と、バインダーを含有する機能層形成用組成物を半硬
化した後に完全硬化してなり、
　前記低屈折率層は、バインダーと、少なくとも該バインダーとの反応性を有するレベリ
ング剤であって、反応性ケイ素系レベリング剤のみからなるものを含有する低屈折率層形
成用組成物を硬化してなり、さらに前記少なくとも１層の機能層からマイグレーションし
た前記非反応性フッ素系レベリング剤を含有し、
　前記低屈折率層の表面には前記マイグレーションした非反応性フッ素系レベリング剤と
反応性ケイ素系レベリング剤とが均一に存在することを特徴とする、反射防止フィルム。
【請求項２】
　非反応性フッ素系レベリング剤は、フッ素化アルキル基を有するフッ素化合物であって
、前記フッ素化アルキル基が、一般式Ｆ（ＣＦ2）2nＣＨ2ＣＨ2－（式中、ｎは１～１０
の整数である）で表わされるか、又はパーフルオロ基であるフッ素化合物であることを特
徴とする、請求項１に記載の反射防止フィルム。
【請求項３】
　反応性ケイ素系レベリング剤は、下記化学式（１）で表わされる化合物であることを特
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徴とする、請求項１に記載の反射防止フィルム。
【化１】

（式中、Ｒaは炭素数１～２０のアルキル基を示し、Ｒbは非置換、もしくはアミノ基、エ
ポキシ基、カルボキシル基、水酸基、アクリロイル基及び／又はメタクリロイル基で置換
された炭素数１～２０のアルキル基、炭素数１～３のアルコキシ基、又はポリエーテル変
性基を示し、各Ｒa、Ｒbは互いに同一でも異なっていても良い。また、ｍは０～２００、
ｎは０～２００の整数である。）
【請求項４】
　非反応性フッ素系レベリング剤は、機能層のバインダー全重量、又は反応性無機微粒子
とバインダーの全重量に対して０.０１重量％以上５重量％以下であることを特徴とする
、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の反射防止フィルム。
【請求項５】
　低屈折率組成物に含まれる反応性ケイ素系レベリング剤の含有量は、全組成物中の０.
０１重量％以上５重量％以下であることを特徴とする１乃至４のいずれか一項に記載の反
射防止フィルム。
【請求項６】
　透明基材上に、少なくとも１層の機能層と、低屈折率層とを順に積層した反射防止フィ
ルムの製造方法において、非反応性フッ素系レベリング剤のみからなるレベリング剤と、
バインダーを含有する機能層形成用組成物を前記透明基材又は予め形成した機能層に塗布
した後、半硬化させ低屈折率層に接する機能層を形成し、更に、バインダーと、少なくと
も該バインダーとの反応性を有する、反応性ケイ素系レベリング剤のみからなるレベリン
グ剤を含有する低屈折率層形成用組成物を、前記半硬化状態の機能層上に塗布した後、完
全に硬化させて低屈折率層を形成し、
　その際、非反応性フッ素系レベリング剤が前記低屈折率層の表面にマイグレーションす
ることにより前記低屈折率層の表面で非反応性フッ素系レベリング剤と反応性ケイ素系レ
ベリング剤とが均一に存在することを特徴とする、反射防止フィルムの製造方法。
【請求項７】
　半硬化は、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射することにより実施されることを特
徴とする請求項６に記載の反射防止フィルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機及び無機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)、陰極線管表示装置
（ＣＲＴ）、又はプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）等のディスプレイ（画像表示装置）の
前面に設置される反射防止フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記の様なディスプレイ等においては、その表示面の視認性を高めるために、蛍光灯な
どの外部光源から照射された光線の反射が少ないことが求められる。
【０００３】
　基材／ハードコート層／低屈折率層を基本的な各層として有する反射防止フィルムは既
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に知られている。
【０００４】
　ディスプレイ表面の傷付き防止用として、上記の様な反射防止フィルムをディスプレイ
表面に適用する場合に、該反射防止フィルムの低屈折率層表面が指紋拭き取り性等の防汚
性を有することが必要である。また、前記反射防止フィルムにおいて、色のスジや欠陥の
原因となる反射防止層の膜厚班を形成しないために、ハードコート層の表面の平坦性は極
めて重要である。
【０００５】
　このようなハードコート層を有する反射防止フィルムにおいて、ハードコート層の表面
を平坦化（レベリング、即ちなめらかにする）し、且つ、防汚性を付与する目的でケイ素
化合物（ケイ素系レベリング剤）や、フッ素化合物（フッ素系レベリング剤）をハードコ
ート層形成用樹脂組成物に添加してハードコート層を形成することがある。ケイ素化合物
は（ケイ素系レベリング剤）は層表面に滑り性や指紋以外のマジックインキなどの様々な
汚れ防止性を与え、耐擦傷性を向上させる機能を有する。一方、フッ素化合物は（フッ素
系レベリング剤）、層表面の指紋拭き取り性等の防汚性を向上させる機能を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ケイ素化合物（ケイ素系レベリング剤）とフッ素化合物（フッ素系レベリング
剤）は相溶性が極めて悪く、相分離を起こしやすい。
　相分離によって、低屈折率層の表面にケイ素化合物（ケイ素系レベリング剤）が凝集し
た領域、フッ素化合物（フッ素系レベリング剤）が凝集（白濁）した領域が発生、白濁し
、反射防止フィルムのヘイズが高くなり、ディスプレイの表示面の視認性が低下するとい
う問題があった。従って、防汚性を付与するのに十分な量のフッ素化合物を、ケイ素化合
物と混合することができなかった。
【０００７】
　特許文献１には低屈折率層中にシリコーンオイルを加え表面の滑り性が向上するとして
いるが、シリコーンは指紋が馴染みやすい性質を持っており、表面に付いた指紋が拭取れ
ないという欠点を有する。特許文献２にはバインダー成分の一部と共有結合を形成するフ
ッ素化合物を低屈折率層中に加えることが提案されているが、フッ素化合物は指紋拭取り
性には効果があるものの、その他の汚れ、例えばマジックインキ等が馴染みやすい性質を
持っており、表面に付いたマジックが拭取れないという欠点を有する。更に、特許文献３
にはフッ化ビニリデン及びヘキサフルオロプロピレンを含有するモノマー共重合体からな
る低屈折率層にシリコーンオイルを添加し、耐擦傷性と指紋拭取り性が付与できるとして
いるが、含フッ素バインダーは本質的に柔らかいため十分な耐擦傷性が得られず、且つ高
分子量化した場合、シリコーンに対する相溶性も低下するため、ヘイズが上昇し均一な膜
が得られ難いという課題を有する。
【特許文献１】特開２００３－１４７２６８号公報
【特許文献２】特開２００５－９９７７８号公報
【特許文献３】特開２０００－１７８４６９号公報
【０００８】
　本発明は上記問題点を解消するためになされたものであり、本発明の主たる目的は、２
種類又はそれ以上のレベリング剤（特に、ケイ素系レベリング剤とフッ素系レベリング剤
）を組み合わせて低屈折率層に含有させる際に、低屈折率層のヘイズを低く抑えたまま、
反射防止フィルム表面の低屈折率層が優れた防汚性、指紋拭取り性、及び耐擦傷性を兼ね
備えた反射防止フィルム及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記問題点について鋭意検討を重ねた結果、２種類又はそれ以上のレベ
リング剤を混合して用いるのではなく、電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極
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性基を有さないレベリング剤Ａを機能層形成用組成物に含有させ、バインダーと、少なく
とも該バインダーとの反応性を有するレベリング剤Ｂを低屈折率層形成用組成物に含有さ
せ、透明基材又は予め形成した機能層に前記機能層形成用組成物塗布した後、半硬化させ
て低屈折率層に接する機能層（前記予め形成した機能層とは異なる）を形成し、更に、前
記低屈折率層形成用組成物を上記半硬化状態の機能性層上に塗布した後、完全に硬化させ
て低屈折率層を形成すると、前記レベリング剤Ａが低屈折率層の表面にマイグレーション
することにより低屈折率層の表面でレベリング剤Ａとレベリング剤Ｂとが均一に存在する
ようになり、レベリング剤が凝集、白濁せずに均一に存在し、該低屈折率層のヘイズを低
く抑えたまま、組み合わせたレベリング剤Ａ及びＢの特性を十分に発揮できることを見出
し、本発明を完成させるに至った。
　すなわち、上記問題点を解決する本発明の特徴は、以下の２点である。
【００１０】
　本発明に係る反射防止フィルムは、透明基材上に、少なくとも１層の機能層と、低屈折
率層とを順に積層した反射防止フィルムにおいて、
　前記少なくとも１層の機能層は、前記低屈折率層に接しており、電離放射線で反応する
官能基又は熱で反応する極性基を有さないレベリング剤Ａと、バインダーを含有し、
　前記低屈折率層は、バインダーと、少なくとも該バインダーと架橋結合したレベリング
剤Ｂに加えて、前記少なくとも１層の機能層からマイグレーションした前記レベリング剤
Ａを含有し、且つ、前記低屈折率層の表面には前記マイグレーションしたレベリング剤Ａ
とレベリング剤Ｂとが均一に存在することを特徴とする。
　本明細書では、電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極性基を有さないことを
、以下、「非反応性」と表現することもある。また、本明細書において、「反応性」とは
電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極性基を有することをいう。
【００１１】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法は、透明基材上に、少なくとも１層の機能層
と、低屈折率層とを順に積層した反射防止フィルムの製造方法において、
　電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極性基を有さないレベリング剤Ａと、バ
インダーを含有する機能層形成用組成物を前記透明基材又はその上に予め形成した機能層
に塗布した後、半硬化させて低屈折率層に接する機能層を形成し、
　更に、バインダーと、少なくとも該バインダーとの反応性を有するレベリング剤Ｂを含
有する低屈折率層形成用組成物を、上記半硬化状態の機能性層上に塗布した後、完全に硬
化させて低屈折率層を形成することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、低屈折率層に接する機能層は、プライマー層
、帯電防止層、高屈折率層、防眩層、ハードコート層、およびこれらの性能をいくつか同
時に有する層である。
【００１３】
　レベリング剤は、該レベリング剤を有する層表面の平坦性（なめらかさ）を向上させる
機能を有し、さらに、該レベリング剤の種類を適宜選択することにより、機能性層（例え
ば、ハードコート層など前記した層）や低屈折率層の表面に防汚性や耐擦傷性等の向上に
寄与する滑り性を付与しやすくなる。また、前記低屈折率層及び前記ハードコート層にお
けるレベリング剤は、上記のような種類であることにより、前記低屈折率層における２種
（又はそれ以上）のレベリング剤の凝集を抑制し、該層の白濁やヘイズの上昇による透明
性の低下を防ぐ効果を有する。
【００１４】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、レベリング剤Ａは、非反応性のものであり、
非反応性フッ素系レベリング剤であることが好ましい。より好ましくは、一般式Ｆ（ＣＦ

2）2nＣＨ2ＣＨ2－（式中、ｎは１～１０の整数である）で表わされるフッ素化アルキル
基を有するフッ素化合物である。特に好ましくは、フッ素化アルキル基がパーフルオロ基
である。
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【００１５】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、レベリング剤Ｂは、低屈折率層に含有される
バインダーと少なくとも反応性を有するものであり、反応性ケイ素系レベリング剤である
ことが好ましい。より好ましくは、下記化学式（１）で表わされる化合物である。
【化１】

（式中、Ｒaは炭素数１～２０のアルキル基を示し、Ｒbは非置換、もしくはアミノ基、エ
ポキシ基、カルボキシル基、水酸基、アクリロイル基及び／又はメタクリロイル基で置換
された炭素数１～２０のアルキル基、炭素数１～３のアルコキシ基、又はポリエーテル変
性基を示し、各Ｒa、Ｒbは互いに同一でも異なっていても良い。また、ｍは０～２００、
ｎは０～２００の整数である。）
【００１６】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、レベリング剤Ａは非反応性フッ素系レベリン
グ剤であり、且つ、レベリング剤Ｂは、反応性ケイ素系レベリング剤であることが最も好
ましい。この場合、フッ素系レベリング剤であるレベリング剤Ａが低屈折率層に接する機
能層から低屈折率層に移行（マイグレーション）しやすく、前記低屈折率層は非反応性フ
ッ素系レベリング剤と共に反応性ケイ素系レベリング剤を含有することになり、防汚性、
指紋拭取り性及び耐擦傷性が付与されることになる。
【００１７】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、低屈折率層は、そのバインダーと架橋結合し
た反応性中空粒子をさらに含有することが、該低屈折率層の屈折率を低減できるため好ま
しい。
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、低屈折率層は、少なくともそのバインダーと
架橋結合した反応性中実粒子をさらに含有することが、該低屈折率層層の硬さを向上でき
るため好ましい。
【００１８】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、ハードコート層は、少なくともそのバインダ
ーと架橋結合した反応性無機微粒子をさらに含有することが、好ましく、該反応性無機微
粒子が中実粒子であるとき、該ハードコート層の硬さを向上できるためより好ましい。
【００１９】
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、機能層の膜厚は、０.１μｍ以上３０μm以下
であり、且つ、レベリング剤Ａは、前記機能層のバインダー全重量に対して０.０１重量
％以上５重量％以下であることが好ましい。
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、低屈折率層の膜厚が０.０５μｍ以上０.１５
μｍ以下であり、且つ、前記ハードコート層の膜厚が５μｍ以上３０μｍ以下であること
が、十分な反射防止性及び耐擦傷性を得られるため好ましい。
　また、本発明に係る反射防止フィルムにおいて、低屈折率層表面の水接触角が９５°～
１２０°であることにより、特に十分な防汚性が得られる。
【００２０】
　さらに、本発明に係る反射防止フィルムにおいて、機能層（特に、ハードコート層）と
低屈折率層の境界に、これら２つの層が相溶してなる移行層が存在することが好ましい。
移行層が存在すると、機能層の移行層に隣接した領域には、低屈折率層を形成している成
分が混入し、低屈折率層の移行層に隣接した領域には、機能層を形成している成分が混入
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し、該機能層及び該低屈折率層の密着性が高まる。
【００２１】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、低屈折率層に接する機能層は、プ
ライマー層、帯電防止層、高屈折率層、防眩層、ハードコート層、およびこれらの性能を
いくつか同時に有する層である。
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、レベリング剤Ａが低屈折率層の表
面にマイグレーションすることにより低屈折率層の表面でレベリング剤Ａとレベリング剤
Ｂとが均一に存在する。
【００２２】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、レベリング剤Ａは、非反応性のも
のであり、非反応性フッ素系レベリング剤であることが好ましい。より好ましくは、一般
式Ｆ（ＣＦ2）2nＣＨ2ＣＨ2－（式中、ｎは１～１０の整数である）で表わされるフッ素
化アルキル基を有するフッ素化合物である。特に好ましくは、フッ素化アルキル基がパー
フルオロ基である。
【００２３】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、レベリング剤Ｂは、低屈折率層に
含有されるバインダーと少なくとも反応性を有するものであり、反応性ケイ素系レベリン
グ剤であることが好ましい。より好ましくは、下記化学式（１）で表わされる化合物であ
る。
【化２】

（式中、Ｒaは炭素数１～２０のアルキル基を示し、Ｒbは非置換、もしくはアミノ基、エ
ポキシ基、カルボキシル基、水酸基、アクリロイル基及び／又はメタクリロイル基で置換
された炭素数１～２０のアルキル基、炭素数１～３のアルコキシ基、又はポリエーテル変
性基を示し、各Ｒa、Ｒbは互いに同一でも異なっていても良い。また、ｍは０～２００、
ｎは０～２００の整数である。）
【００２４】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、レベリング剤Ａは非反応性フッ素
系レベリング剤であり、且つ、レベリング剤Ｂは、反応性ケイ素系レベリング剤であるこ
とが最も好ましい。この場合、非反応性フッ素系レベリング剤であるレベリング剤Ａが低
屈折率層に接する機能層から低屈折率層に移行（マイグレーション）しやすく、前記低屈
折率層は該非反応性フッ素系レベリング剤と共に該反応性ケイ素系レベリング剤を含有す
ることになり、特にその表面には該非反応性フッ素系レベリング剤と該反応性ケイ素系レ
ベリング剤が均一に存在し、防汚性、指紋拭取り性及び耐擦傷性が付与されることになる
。
【００２５】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、低屈折率層形成用組成物は、少な
くとも含有されるバインダーとの架橋反応性を有する反応性中空粒子をさらに含有するこ
とが低屈折率層の屈折率を低減できるため好ましい。
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、低屈折率層形成用組成物は、少な
くとも含有されるバインダーとの架橋反応性を有する反応性中実粒子をさらに含有するこ
とが低屈折率層の硬さを向上できるため好ましい。
【００２６】
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　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、低屈折率層の表面にレベリング剤
Ａとレベリング剤Ｂとが均一に存在するために、低屈折率層と機能層との界面に移行硬化
層（移行層が硬化したもの）が形成されることが好ましい。この移行硬化層は、レべリン
グ剤Ａとレベリング剤Ｂとが均一に表面に存在するために効力を有し、低屈折率層の表面
に防汚性及び耐擦傷性を付与することになる。
【００２７】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、反応性中空粒子の表面及び反応性
中実粒子の表面に、粒子表面に対する結合基、スペーサ部及び電離放射線硬化性基からな
る架橋形成基が修飾されており、該反応性中空粒子表面の架橋形成基と、該反応性中実粒
子表面の架橋形成基は、同一構造を有するか、又は、構造上の相違があるとしても、電離
放射線硬化性基については、その骨格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基
１つ分の有無が異なるのみの範囲内であり、粒子表面に対する結合基については、その骨
格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基１つ分の有無が異なるのみの範囲内
であり、スペーサ部については、その骨格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水
素基１つ分又は異種原子を含み水素を除く構成原子数が１～３の官能基１つ分の有無が異
なるのみの範囲内か、或いは、骨格の炭素鎖長が炭素原子１～２個分異なるのみの範囲内
である類似構造を有することが前記中空粒子及び前記中実粒子が均一に分散し、低屈折率
層の耐擦傷性が向上するため好ましい。
【００２８】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法において、ハードコート層形成用組成物は、
少なくとも含有するバインダーとの架橋反応性を有する反応性無機微粒子をさらに含有す
ることが好ましく、該反応性無機微粒子が反応性中実粒子であるとき、該ハードコート層
の硬さを向上できるため好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る反射防止フィルムは、低屈折率層の表面において、優れた防汚性、優れた
指紋拭取り性及び優れた耐擦傷性を併せ持つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明に係る反射防止フィルムは、透明基材上に、少なくとも１層の機能層と、低屈折
率層とを順に積層した反射防止フィルムにおいて、
　前記少なくとも１層の機能層は、前記低屈折率層に接しており、電離放射線で反応する
官能基又は熱で反応する極性基を有さないレベリング剤Ａと、バインダーを含有し、
　前記低屈折率層は、バインダーと、少なくとも該バインダーと架橋結合したレベリング
剤Ｂに加えて、前記少なくとも１層の機能層からマイグレーションした前記レベリング剤
Ａを含有し、且つ、前記低屈折率層の表面には前記マイグレーションしたレベリング剤Ａ
とレベリング剤Ｂとが均一に存在することを特徴とする。
【００３１】
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法は、透明基材上に、少なくとも１層の機能層
と、低屈折率層とを順に積層した反射防止フィルムの製造方法において、電離放射線で反
応する官能基又は熱で反応する極性基を有さないレベリング剤Ａと、バインダーを含有す
る機能層形成用組成物を前記透明基材又は予め形成した機能層に塗布した後、半硬化させ
て低屈折率層に接する機能層を形成し、
　更に、バインダーと、少なくとも該バインダーとの反応性を有するレベリング剤Ｂを含
有する低屈折率層形成用組成物を、上記半硬化状態の機能性層上に塗布した後、完全に硬
化させて低屈折率層を形成することを特徴とする。
【００３２】
　本発明でいう「機能層」とは、何らかの機能を有する層であり、透明基材上に積層する
ことで、基材そのものよりも良好な光学積層体とすることが可能な層を意味する。機能層
の例としては、基材にハード性を与えるハードコート層、基材と低屈折率層の密着性を向
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上させるプライマー層、帯電防止性能を与える帯電防止層、反射防止性を向上させる高屈
折率層などを基本とし、その他、各性能を混合した帯電防止性高屈折率層、高屈折率ハー
ドコート層、帯電防止ハードコート層、帯電防止高屈折率ハードコート層などが挙げられ
、単層でも、多層でもよい。
　機能層の好ましい膜厚は、０.１μｍ以上３０μｍ以下であり、この膜厚において、レ
ベリング剤Ａが、最適にマイグレーション可能である濃度は、機能層の全バインダー成分
の全重量に対し、０.０１重量％以上５重量％以下である。０.０１重量％以上であると、
低屈折率層表面までマイグレーション可能となり、求める防汚性能が発現するようになり
、５重量％以上であるとマイグレーション量が過剰になり、ヘイズの上昇や白濁の原因と
なる。
【００３３】
　本発明でいう「バインダー」とは、電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極性
基を有するモノマーやオリゴマーなどの重合性化合物を必須とし、必要に応じて非重合性
ポリマーや重合開始剤などを含み、硬化後に、機能層や低屈折率層のマトリクスとなるも
のを意味する。
【００３４】
　本発明でいう「均一に存在する」とは、２種類以上のレベリング剤が、同種のレベリン
グ剤は、ある程度は凝集するが、異なるレベリング剤とは相分離しないレベルで、共に層
の表面上に存在しており、白濁やヘイズの原因とならないことをいう。本発明では、レベ
リング剤Ａとレベリング剤Ｂが、低屈折率層の表面に均一に存在する状態を最も良好とし
ている。具体的には、レベリング剤ＡとＢが、ほぼ平均的に混合して存在している状態や
、低屈折率層が白濁しないレベルに、各レベリング剤が凝集している部分を含みつつ、混
合して存在している状態のことを指す。
【００３５】
　本発明において「半硬化」とは、バインダー中の硬化性樹脂の硬化性基が全て硬化せず
に残存している状態であり、硬化が未完全な状態をいう。この状態においては、塗布用組
成物（塗工液）の溶剤が浸透しやすく、半硬化状態の移行層（ハードコート層と低屈折率
層の境界）を通じてハードコート層及び低屈折率層の樹脂成分が互いの層に移行し、特に
、ハードコート層の低屈折率層側にマイグレーションしてきた、バインダーと非反応性の
レベリング剤Ａが、低屈折率層へ移行することになる。
【００３６】
　本発明で使用する　レベリング剤は、該レベリング剤を有する層表面の平坦性（なめら
かさ）を向上させる機能を有し、さらに、該レベリング剤の種類を適宜選択することによ
り、ハードコート層や低屈折率層の表面に防汚性や耐擦傷性等の向上に寄与する滑り性を
付与しやすくなる。また、前記低屈折率層及び前記ハードコート層におけるレベリング剤
は、上記のような種類であることにより、前記低屈折率層における異なる種類のレベリン
グ剤の凝集、相分離を抑制し、該層の白濁やヘイズの上昇による透明性の低下を防ぐ効果
を有する。
【００３７】
　通常、ハードコート層形成用組成物又は低屈折率層形成用組成物に異なる２種（又はそ
れ以上）のレベリング剤を含有させて、塗布前の組成物中で混合しただけでは、該レベリ
ング剤は相分離するか、又は最終的に必要な機能（防汚性、指紋拭取り性、耐擦傷性）が
得られないが、この半硬化状態を経て一方のレベリング剤を移行させることにより、低屈
折率層において異なる２種のレベリング剤（レベリング剤Ａ及びレベリング剤Ｂ）が、相
分離、白濁せずに、均一に分散し、特に低屈折率層の表面に均一に存在できるようになる
。この理由は定かではないが、通常、異なる２種以上のレベリング剤を混合して用いた場
合には、各レベリング剤が自由に運動（移行）できる状態にあり、各レベリング剤が均一
に分散した状態から同種のレベリング剤が凝集し、相分離を起こすが、半硬化の状態を経
ることにより、硬化しつつある、又は硬化した低屈折率層において、少なくとも低屈折率
層形成用組成物に含まれるバインダーと反応性を有するレベリング剤Ｂがバインダー又は
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レベリング剤同士などと架橋反応することで、その運動（移行）が制限され、その隙間を
半硬化状態であったハードコート層からレベリング剤Ａが低屈折率層の表面に向かって移
行（すなわち、マイグレーション）し、その表面に均一に存在できるようになると考えら
れる。
【００３８】
　本発明において好ましい反射防止フィルムの構成としては、基材／ハードコート層／低
屈折率層が基本構成であるが、その他、
　基材／プライマー層／ハードコート層／低屈折率層基材／ハードコート層／高屈折率層
／低屈折率層
　基材／帯電防止層／ハードコート層／低屈折率層
　基材／ハードコート層／帯電防止層／低屈折率層
　基材／ハードコート層１／ハードコート層２／低屈折率層
など、基材と低屈折率層の間に、様々な機能層を、様々な順序で単層又は多層積層して反
射防止フィルムすることも可能であり、前記基本構成以外の積層体も本発明の範囲に包含
される。なお、本発明を詳細に説明するにあたって、その便宜上、以下に基材／ハードコ
ート層／低屈折率層の基本構成のみを記載する。
【００３９】
　図１は本発明に係る反射防止フィルムの基本構成の一例の断面図で概念的に示す。なお
、図１の断面図において、説明の容易化のために、厚み方向（図の上下方向）を面方向（
図の左右方向）の縮尺よりも大幅に拡大誇張して図示してある。図１に示す反射防止フィ
ルム１は、透明基材１０の一面側に、該透明基材に近い側からハードコート層２０及び該
ハードコート層に隣接して低屈折率層３０が形成されている。ハードコート層２０及び低
屈折率層３０の間には、これら二つの層が相溶してなる移行層４０が存在する場合が多い
。
【００４０】
　以下、本発明に係る反射防止フィルムを形成する透明基材、ハードコート層、低屈折率
層及び、移行層について順に説明する。
【００４１】
＜１．透明基材＞
　透明基材の材質は、特に限定されないが、従来から反射防止フィルムに用いられている
一般的な材料を用いることができ、例えば、セルロースアシレート、シクロオレフィンポ
リマー、アクリレート系ポリマー、又はポリエステルを主体とするものが好ましい。ここ
で、「主体とする」とは、基材構成成分の中で最も含有割合が高い成分を示すものである
。
【００４２】
　セルロースアシレートの具体例としては、セルローストリアセテート、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等が挙げられる。シクロオレフィンポリマー
としては、例えば、ノルボルネン系重合体、単環の環状オレフィン系重合体、環状共役ジ
エン系重合体、ビニル脂環式炭化水素系重合体樹脂等が挙げられ、より具体的には、日本
ゼオン（株）製のゼオネックスやゼオノア（ノルボルネン系樹脂）、住友ベークライト（
株）製　スミライトＦＳ－１７００、ＪＳＲ（株）製　アートン（変性ノルボルネン系樹
脂）、三井化学（株）製　アペル（環状オレフィン共重合体）、Ｔｉｃｏｎａ社製の　Ｔ
ｏｐａｓ（環状オレフィン共重合体）、日立化成（株）製　オプトレッツＯＺ－１０００
シリーズ（脂環式アクリル樹脂）等が挙げられる。アクリレート系ポリマーの具体例とし
ては、ポリ（メタ）アクリル酸メチル、ポリ（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリ
ル酸メチル－（メタ）アクリル酸ブチル共重合体等が挙げられる。ポリエステルの具体例
としては、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等が挙げられる。
【００４３】
　本明細書中で使用する、「（メタ）アクリロイル」とは、アクリロイル及び／又はメタ
クリロイルを表し、「（メタ）アクリレート」とは、アクリレート及び／又はメタクリレ
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ートを表し、（メタ）アクリルはアクリル及び／又はメタクリルを表す。また、本明細書
中で使用する「光」には、可視、及び非可視領域の波長の電磁波だけでなく、電子線のよ
うな粒子線、及び電磁波と粒子線を総称する放射線又は電離放射線が含まれる。
【００４４】
　本発明にあっては、透明基材が薄膜の柔軟性に富んだフィルム状態として使用される場
合、その厚さは、通常、２０μｍ以上３００μｍ以下、好ましくは３０μｍ以上２００μ
ｍ以下である。透明基材は、該透明基材上にハードコート層を形成するのに際して、接着
性向上のために、コロナ放電処理、酸化処理等の物理的な処理の他、アンカー剤又はプラ
イマーと呼ばれる塗料の塗布を予め行なってもよい。
【００４５】
＜２．ハードコート層＞
　本発明に用いられるハードコート層は、本発明に係る反射防止フィルムの硬さを付与す
るための層である。該ハードコート層は、必須成分として、少なくとも硬化性樹脂を含む
硬化性バインダーと、少なくとも１種の非反応性のレベリング剤（レベリング剤Ａ）と、
を含有するハードコート層形成用組成物の硬化物からなる。ハードコート層は該ハードコ
ート層に耐擦傷性を付与するため、無機微粒子を含有することが好ましく、さらに該無機
微粒子としては、ハードコート層を形成するための硬化性樹脂であるバインダー（マトリ
クス）と少なくとも架橋結合し得る反応性官能基を有する反応性無機微粒子であることが
好ましい。そのため、ハードコート層の硬化性樹脂は、反応性無機微粒子の反応性官能基
と架橋結合し得る反応性官能基を有する硬化性樹脂（バインダー成分）を用いることが好
ましい。反応性無機微粒子と硬化性樹脂が架橋結合を形成して硬化物が生じることにより
ハードコート層の耐擦傷性をさらに向上させることができる。
【００４６】
　以下、本発明に係るハードコート層の、好ましい形態の一例として、反応性官能基ａを
有する反応性無機微粒子Ａと、基材や隣接する層に対する密着性を付与するためのバイン
ダーＣ等の成分及び少なくとも１種の非反応性のレベリング剤Ａ等を含有するハードコー
ト層形成用組成物を説明する。
　「ハードコート層」とは、一般にＪＩＳＫ５６００－５－４（１９９９）で規定される
鉛筆硬度試験で「Ｈ」以上の硬度を示すものをいうが、本発明に用いられるハードコート
層は鉛筆硬度試験によるハードコート層表面の硬度が「３Ｈ」以上であることが好ましい
。
　又はドコート層の膜厚は、５μｍ以上３０μｍ以下であることが、耐擦傷性の観点から
好ましい。
　以下、本発明に係るハードコート層の構成材料について説明する。
【００４７】
＜２－１．反応性無機微粒子Ａ＞
　無機微粒子をハードコート層に含有させることにより、透明性を維持しつつ耐擦傷性を
向上させることが一般になされている。また、架橋反応性を有する無機微粒子と、硬化性
バインダーを架橋反応させ、架橋構造を形成することにより、ハードコート性を更に向上
させることができる。反応性無機微粒子Ａとは、コアとなる無機微粒子の少なくとも表面
の一部に有機成分が被覆し、該有機成分により導入された反応性官能基を表面に有する無
機微粒子のことである。反応性無機微粒子Ａには、１粒子あたりコアとなる無機微粒子の
数が２つ以上のものも含まれる。また、反応性無機微粒子Ａは、粒径を小さくすることに
より含有量に対して、マトリクス内での架橋点を高めることができる。
　本発明のハードコート層においては、十分な耐擦傷性を有するように硬度を著しく向上
させることを目的として、少なくとも表面の一部に有機成分が被覆され、該有機成分によ
り導入された反応性官能基ａを表面に有する反応性無機微粒子Ａを含有することが好まし
い。反応性無機微粒子Ａは、ハードコート層に更に機能を付与するものであっても良く、
目的に合わせて適宜選択して用いる。
【００４８】
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　無機微粒子としては、例えば、シリカ、酸化アルミニウム、ジルコニア、チタニア、酸
化亜鉛、酸化ゲルマニウム、酸化インジウム、酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ
）、酸化アンチモン、酸化セリウム等の金属酸化物微粒子、フッ化マグネシウム、フッ化
ナトリウム等の金属フッ化物微粒子などが挙げられる。金属微粒子、金属硫化物微粒子、
金属窒化物微粒子等を用いても良い。
【００４９】
　硬度が高い点からは、シリカ、酸化アルミニウムが好ましい。また、隣接する低屈折率
層に対してハードコート層を相体的に高屈折率層とするためには、ジルコニア、チタニア
、酸化アンチモン等の膜形成時に屈折率が高くなる微粒子を適宜選択して用いることがで
きる。更に、帯電防止性、導電性を付与したい場合には、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ
）、酸化スズ等を適宜選択して用いることができる。これらは、１種単独で又は２種以上
組み合わせて用いることができる。
　無機微粒子の表面には通常、無機微粒子内ではこの形態で存在できない基を有する。こ
れら表面の基は通常、相対的に反応しやすい官能基である。例えば金属酸化物の場合には
、例えば水酸基及びオキシ基、例えば金属硫化物の場合には、チオール基及びチオ基、又
は例えば窒化物の場合には、アミノ基、アミド基及びイミド基を有する。
【００５０】
　本発明に係る反応性無機微粒子Ａは、中空粒子のような粒子内部に空孔や多孔質組織を
有する粒子よりも、粒子内部に空孔や多孔質組織を有しない中実粒子を用いることが好ま
しい。中空粒子では、該粒子内部に空孔や多孔質組織を有し、中実粒子に比べ硬度が低い
。そのため、反応性無機微粒子Ａは、硬度が高い中実粒子を用いることが好ましい。
【００５１】
　本発明に用いられる反応性無機微粒子Ａは、少なくとも表面の一部に有機成分が被覆さ
れ、該有機成分により導入された反応性官能基を表面に有する。ここで、有機成分とは、
炭素を含有する成分である。また、少なくとも表面の一部に有機成分が被覆されている態
様としては、例えば、金属酸化物微粒子の表面に存在する水酸基にシランカップリング剤
等の有機成分を含む化合物が反応して、表面の一部に有機成分が結合した態様の他、例え
ば、金属酸化物微粒子の表面に存在する水酸基に水素結合等の相互作用により有機成分を
付着させた態様や、ポリマー粒子中に１個又は２個以上の無機微粒子を含有する態様など
が含まれる。
【００５２】
　被覆している有機成分は、無機微粒子同士の凝集を抑制し、且つ無機微粒子表面へ導入
するの反応性官能基数を多くして膜の硬度を向上させる点から、粒子表面のほぼ全体を被
覆していることが好ましい。この様な観点から、無機微粒子を被覆している前記有機成分
は、反応性無機微粒子Ａ中に１．００×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれることが好ましい。無
機微粒子表面に有機成分を付着乃至結合させた態様においては、無機微粒子を被覆してい
る前記有機成分が、反応性無機微粒子Ａ中に２.００×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれることが
更に好ましく、反応性無機微粒子Ａ中に３.５０×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれることが特に
好ましい。ポリマー粒子中に無機微粒子を含有する態様においては、無機微粒子を被覆し
ている前記有機成分が、反応性無機微粒子Ａ中に３.５０×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれるこ
とが更に好ましく、反応性無機微粒子Ａ中に５.５０×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれることが
特に好ましい。
【００５３】
　被覆している有機成分の割合は、通常、乾燥粉体を空気中で完全に燃焼させた場合の重
量減少の恒量値として、例えば空気中で室温から通常８００℃までの熱重量分析により求
めることができる。
【００５４】
　なお、単位面積当りの有機成分量は、以下の方法により求めたものである。まず、示差
熱重量分析（ＤＴＧ）により、有機成分重量を無機成分重量で割った値（有機成分重量／
無機成分重量）を測定する。次に、無機成分重量と用いた無機微粒子の比重から無機成分
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全体の体積を計算する。また、被覆前の無機微粒子が真球状であると仮定し、被覆前の無
機微粒子の平均粒径から被覆前の無機微粒子１個当たりの体積、及び表面積を計算する。
次に、無機成分全体の体積を被覆前の無機微粒子１個当たりの体積で割ることにより、反
応性無機微粒子Ａの個数を求める。更に、有機成分重量を反応性無機微粒子Ａの個数で割
ることにより、反応性無機微粒子Ａ１個当たりの有機成分量を求める。最後に、反応性無
機微粒子Ａ１個当たりの有機成分重量を、被覆前の無機微粒子１個当たりの表面積で割る
ことにより、単位面積当たりの有機成分量を求めることができる。
【００５５】
　反応性無機微粒子Ａの平均粒径は硬度を向上させる観点から３ｎｍ以上１００ｎｍ以下
であるが、好ましくは５ｎｍ以上８０ｎｍ以下であり、さらに好ましくは１０ｎｍ以上７
０ｎｍ以下である。また、透明性を損なうことなく、樹脂のみを用いた場合の復元率を維
持しつつ、硬度を向上させる点から、無機微粒子は粒径分布が狭く、単分散であることが
好ましい。
　以下、本発明のハードコート層において、平均粒径は、溶液中の該粒子を動的光散乱方
法で測定し、粒径分布を累積分布で表したときの５０％粒径（ｄ５０　メジアン径）を意
味する。平均粒径は、日機装（株）製のＭｉｃｒｏｔｒａｃ粒度分析計を用いて測定する
ことができる。
　また、本発明に係る微粒子は、凝集粒子であっても良く、凝集粒子である場合は、二次
粒径が記載範囲内であれば良い。
【００５６】
　少なくとも表面の一部に有機成分が被覆され、該有機成分により導入された反応性官能
基を表面に有する反応性無機微粒子Ａを調製する方法としては、該無機微粒子に導入した
い反応性官能基ａにより、従来公知の方法を適宜選択して用いることができる。
　中でも、本発明においては、被覆している有機成分が反応性無機微粒子Ａ中に、被覆前
の無機微粒子の単位面積当たり１.００×１０-3ｇ／ｍ2以上含まれることが可能で、無機
微粒子同士の凝集を抑制し、膜の硬度を向上させる点から、以下の（ｉ）（ii）（iii）
の無機微粒子のいずれかを適宜選択して用いることが好ましい。
　（ｉ）飽和又は不飽和カルボン酸、該カルボン酸に対応する酸無水物、酸塩化物、エス
テル及び酸アミド、アミノ酸、イミン、ニトリル、イソニトリル、エポキシ化合物、アミ
ン、β－ジカルボニル化合物、シラン、及び官能基を有する金属化合物よりなる群から選
択される１種以上の分子量５００以下の表面修飾化合物の存在下、分散媒としての水及び
／又は有機溶媒の中に無機微粒子を分散させることにより得られる、表面に反応性官能基
を有する無機微粒子。
　（ii）粒径３ｎｍ以上１００ｎｍ以下の無機微粒子を疎水性ビニルモノマーに分散した
モノマーを、親水化された多孔質膜を通して水中に吐出し、無機微粒子が分散したモノマ
ー液滴の水分散体とした後、重合することにより得られる、表面に反応性官能基を有する
無機微粒子。
　（iii）被覆前の無機微粒子に導入する反応性官能基、下記化学式（２）に示す基、及
びシラノール基又は加水分解によってシラノール基を生成する基を含む化合物と、金属酸
化物微粒子とを結合することにより得られる、表面に反応性官能基を有する無機微粒子。
　化学式（２）
　　　－Ｑ1－Ｃ（＝Ｑ2）－ＮＨ－
（化学式（２）中、Ｑ1は、ＮＨ、Ｏ（酸素原子）、又はＳ（硫黄原子）を示し、Ｑ2はＯ
又はＳを示す。）
【００５７】
　以下、上記本発明において好適に用いられる反応性無機微粒子Ａを順に説明する。
　（ｉ）飽和又は不飽和カルボン酸、該カルボン酸に対応する酸無水物、酸塩化物、エス
テル及び酸アミド、アミノ酸、イミン、ニトリル、イソニトリル、エポキシ化合物、アミ
ン、β－ジカルボニル化合物、シラン、及び官能基を有する金属化合物よりなる群から選
択される１種以上の分子量５００以下の表面修飾化合物の存在下、分散媒としての水及び
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／又は有機溶媒の中に無機微粒子を分散させることにより得られる、表面に反応性官能基
を有する無機微粒子。
　上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａを用いる場合には、有機成分含量が少なくても膜強度
を向上できるというメリットがある。
【００５８】
　上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａに用いられる上記表面修飾化合物は、カルボキシル基
、酸無水物基、酸塩化物基、酸アミド基、エステル基、イミノ基、ニトリル基、イソニト
リル基、水酸基、チオール基、エポキシ基、第一級、第二級及び第三級アミノ基、Ｓｉ－
ＯＨ基、シランの加水分解性残基、又はβ－ジカルボニル化合物のようなＣ－Ｈ酸基等の
、分散条件下において上記無機微粒子の表面に存在する基と化学結合可能な官能基を有す
る。ここでの化学結合は、好ましくは、共有結合、イオン結合又は配位結合が含まれるが
、水素結合も含まれる。配位結合は錯体形成であると考えられる。例えば、ブレンステッ
ド又はルイスに従う酸塩基反応、錯体形成又はエステル化が、上記表面修飾化合物の官能
基と無機微粒子表面の基の間で生じる。上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａに用いられる上
記表面修飾化合物は、１種又は２種以上を混合して用いることができる。
【００５９】
　表面修飾化合物は通常、無機微粒子の表面の基との化学結合に関与できる少なくとも１
つの官能基（以下、第１の官能基という）に加えて、該官能基を介して前記表面修飾化合
物に結びついた後に、無機微粒子に新たな特性を付与する分子残基を有する。分子残基又
はその一部は疎水性又は親水性であり、例えば無機微粒子を安定化、融和化、又は活性化
させる。
　例えば、疎水性分子残基としては、不活性化又は反発作用をもたらす、アルキル、アリ
ール、アルカリル、アラルキル又はフッ素含有アルキル基等が挙げられる。親水性基とし
てはヒドロキシ基、アルコキシ基又はポリエステル基等が挙げられる。
【００６０】
　反応性無機微粒子Ａが後述のバインダーＣと反応できるように表面に導入される反応性
官能基ａは、該バインダーＣに応じて、適宜選択される。該反応性官能基ａとしては、重
合性不飽和基が好適に用いられ、好ましくは光硬化性不飽和基であり、特に好ましくは電
離放射線硬化性不飽和基である。その具体例としては、（メタ）アクリロイル基、ビニル
基、アリル基等のエチレン性二重結合及びエポキシ基等が挙げられる。
【００６１】
　上記表面修飾化合物の分子残基中に、バインダーＣと反応できる反応性官能基ａが含ま
れる場合には、表面修飾化合物中に含まれる第１の官能基を無機微粒子表面に反応させる
ことによって、上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａの表面にバインダーＣと反応できる反応
性官能基ａを導入することが可能である。例えば、第１の官能基のほかに、更に重合性不
飽和基を有する表面修飾化合物が、好適なものとして挙げられる。
【００６２】
　一方で、上記表面修飾化合物の分子残基中に、第２の反応性官能基を含有させ、該第２
の反応性官能基を足掛かりにして、上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａの表面にバインダー
Ｃと反応できる反応性官能基ａが導入されても良い。例えば、第２の反応性官能基として
水酸基及びオキシ基のような水素結合が可能な基（水素結合形成基）を導入し、該微粒子
表面上に導入された水素結合形成基に、更に別の表面修飾化合物の水素結合形成基が反応
することにより、バインダーＣと反応できる反応性官能基ａを導入されることが好ましい
。すなわち、表面修飾化合物として、水素結合形成基を有する化合物と、重合性不飽和基
などのバインダーＣと反応できる反応性官能基ａと水素結合形成基を有する化合物とを併
用して用いることが好適な例として挙げられる。水素結合形成基の具体例としては、水酸
基、カルボキシル基、エポキシ基、グリシジル基、アミド基、といった官能基、もしくは
アミド結合を示すものである。ここで、アミド結合とは、－ＮＨＣ（Ｏ）や＞ＮＣ（Ｏ）
－を結合単位に含むものを示す旨である。本発明の表面修飾化合物に用いられる水素結合
形成基としては、中でもカルボキシル基、水酸基、アミド基が好ましい。
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【００６３】
　上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａに用いられる表面修飾化合物は５００以下、より好ま
しくは４００、特に２００を超えない分子量を有する。このような低分子量を有すること
により、無機微粒子表面を急速に占有し、無機微粒子同士の凝集を妨げることが可能であ
ると推定される。
　上記（ｉ）の反応性無機微粒子Ａに用いられる表面修飾化合物は、表面修飾のための反
応条件下で好ましくは液体であり、分散媒中で溶解性又は少なくとも乳化可能であるのが
好ましい。中でも分散媒中で溶解し、分散媒中で離散した分子又は分子イオンとして一様
に分布して存在することが好ましい。
【００６４】
　飽和又は不飽和カルボン酸としては、１～２４の炭素原子を有しており、例えばギ酸、
酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン
酸、クエン酸、アジピン酸、琥珀酸、グルタル酸、シュウ酸、マレイン酸、フマル酸、イ
タコン酸及びステアリン酸、並びに対応する酸無水物、塩化物、エステル及びアミド、例
えばカプロラクタム等が挙げられる。また、不飽和カルボン酸を用いると、重合性不飽和
基を導入することができる。
【００６５】
　好ましいアミンの例は、化学式Ｑ3-nＮＨn（ｎ＝０、１又は２）を有するものであり、
残基Ｑは独立して、１～１２、特に１～６、特別好ましくは１～４の炭素原子を有するア
ルキル（例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ－プロピル及びブチル）、並びに６
～２４の炭素原子を有するアリール、アルカリル又はアラルキル（例えば、フェニル、ナ
フチル、トリル及びベンジル）を表す。また、好ましいアミンの例としては、ポリアルキ
レンアミンが挙げられ、具体例は、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、
エチルアミン、アニリン、Ｎ－メチルアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン
、トルイジン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミンである。
【００６６】
　好ましいβ－ジカルボニル化合物は４～１２、特に５～８の炭素原子を有するものであ
り、例えば、ジケトン（アセチルアセトンなど）、２,３－ヘキサンジオン、３,５－ヘプ
タンジオン、アセト酢酸、アセト酢酸－Ｃ1－Ｃ4－アルキルエステル（アセト酢酸エチル
エステルなど）、ジアセチル及びアセトニルアセトンが挙げられる。
　アミノ酸の例としては、β－アラニン、グリシン、バリン、アミノカプロン酸、ロイシ
ン及びイソロイシンが挙げられる。
【００６７】
　好ましいシランは、少なくとも１つの加水分解性基又はヒドロキシ基と、少なくとも１
つの非加水分解性残基を有する加水分解性オルガノシランである。ここで加水分解性基と
しては、例えば、ハロゲン、アルコキシ基及びアシルオキシ基が挙げられる。非加水分解
性残基としては、反応性官能基ａを有する及び／又は反応性官能基ａを有しない非加水分
解性残基が用いられる。また、フッ素で置換されている有機残基を少なくとも部分的に有
するシランを使用しても良い。
【００６８】
　用いられるシランとしては特に限定されないが、例えば、ＣＨ2＝ＣＨＳｉ（ＯＯＣＣ
Ｈ3）3、ＣＨ2＝ＣＨＳｉＣｌ3、ＣＨ2＝ＣＨＳｉ（ＯＣ2Ｈ5）3、ＣＨ2＝ＣＨ－Ｓｉ（
ＯＣ2Ｈ4ＯＣＨ3）3、ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＨ2－Ｓｉ（ＯＣ2Ｈ5）3、ＣＨ2＝ＣＨ－ＣＨ2－
Ｓｉ（ＯＯＣＣＨ3）3、γ－グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン（ＧＰＴＳ）
、γ－グリシジルオキシプロピルジメチルクロロシラン、３－アミノプロピルトリメトキ
シシラン（ＡＰＴＳ）、３－アミノプロピルトリエトキシシラン（ＡＰＴＥＳ）、Ｎ－（
２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－［Ｎ’－（２’－ア
ミノエチル）－２－アミノエチル］－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、ヒドロキ
シメチルトリメトキシシラン、２－［メトキシ（ポリエチレンオキシ）プロピル］トリメ
トキシシラン、ビス－（ヒドロキシエチル）－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、
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Ｎ－ヒドロキシエチル－Ｎ－メチルアミノプロピルトリエトキシシラン、３－（メタ）ア
クリルオキシプロピルトリエトキシシラン及び３－（メタ）アクリルオキシプロピルトリ
メトキシシラン等を挙げることができる。
【００６９】
　官能基を有する金属化合物としては、元素周期表の第１群III～Ｖ及び／又は第２群II
～IVからの金属Ｍの金属化合物が挙げられる。ジルコニウム及びチタニウムのアルコキシ
ド、Ｍ（ＯＲ）４（Ｍ＝Ｔｉ、Ｚｒ）、（式中、ＯＲ基の一部はβ－ジカルボニル化合物
又はモノカルボン酸などの錯生成剤により置換される。）が挙げられる。重合性不飽和基
を有する化合物（メタクリル酸など）が錯生成剤として使用される場合には、重合性不飽
和基を導入することができる。
【００７０】
　分散媒として、水及び／又は有機溶媒が好適に使用される。特に好ましい分散媒は、蒸
留された（純粋な）水である。有機溶媒として、極性及び非極性及び非プロトン性溶媒が
好ましい。それらの例として、炭素数１～６の脂肪族アルコール（特にメタノール、エタ
ノール、ｎ－及びｉ－プロパノール及びブタノール）等のアルコール、アセトン及びブタ
ノン等のケトン類、酢酸エチルなどのエステル類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン及びテトラヒドロピランなどのエーテル類；ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムア
ミドなどのアミド類；スルホラン及びジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類及びス
ルホン類；及びペンタン、ヘキサン及びシクロヘキサン等の脂肪族（任意にハロゲン化さ
れた）炭化水素類が挙げられる。これらの分散媒は混合物として使用することができる。
　分散媒は、蒸留（任意に減圧下）により容易に除去できる沸点を有することが好ましく
、沸点が２００℃以下、特に１５０℃以下の溶媒が好ましい。
【００７１】
　（ｉ）の反応性無機微粒子Ａの調製に際し、分散媒の濃度は、通常４０～９０重量％、
好ましくは５０～８０重量％、特に５５～７５重量％である。分散液の残りは、未処理の
無機微粒子及び上記表面修飾化合物から構成される。ここで、無機微粒子／表面修飾化合
物の重量比は、１００：１～４：１とすることが好ましく、更に５０：１～８：１、より
更に２５：１～１０：１とすることが好ましい。
　（ｉ）の反応性無機微粒子Ａの調製は、好ましくは室温（約２０℃）～分散媒の沸点で
行われる。特に好ましくは、分散温度は５０～１００℃である。分散時間は、特に使用さ
れる材料の種類に依存するが、一般に数分から数時間、例えば１～２４時間である。
【００７２】
　（ii）粒径３ｎｍ以上１００ｎｍ以下の無機微粒子を疎水性ビニルモノマーに分散した
モノマーを、親水化された多孔質膜を通して水中に吐出し、無機微粒子が分散したモノマ
ー液滴の水分散体とした後、重合することにより得られる、表面に反応性官能基を有する
無機微粒子。
　上記（ii）の反応性無機微粒子Ａを用いる場合には、粒度分布の点から単分散性がより
高まり、粗大粒子を含む場合のイレギュラーな性能の発現を抑えられるというメリットが
ある。
【００７３】
　本発明に用いられる反応性無機微粒子Ａは、少なくとも表面の一部に有機成分が被覆さ
れ、該有機成分により導入された反応性官能基を表面に有する無機微粒子であるため、（
ii）のタイプの反応性無機微粒子Ａを製造する際の重合に用いられる疎水性ビニルモノマ
ー中には、反応性官能基ａを有するものか、又は後から所望の反応性官能基ａを導入可能
とする別の反応性官能基を有するものを少なくとも含有させる。例えば、疎水性ビニルモ
ノマーに予めカルボキシル基を有するものを使用し、重合させた後、該カルボキシル基に
グリシジルメタクリレートを反応させて、重合性不飽和基を導入することが挙げられる。
【００７４】
　疎水性ビニルモノマーの具体例を挙げると、スチレン、ビニルトルエン、α－メチルス
チレン、ジビニルベンゼンなどの芳香族ビニル化合物；（メタ）アクリル酸メチル、（メ
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タ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メタ）アクリ
ル酸ｎ－ヘキシル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル
、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アク
リル酸ステアリル、（メタ）アクリル酸ベンジル、（ポリ）エチレングリコールのモノあ
るいはジ（メタ）アクリレート、（ポリ）プロピレングリコールのモノあるいはジ（メタ
）アクリレート、１,４－ブタンジオールのモノ－あるいはジ－（メタ）アクリレート、
トリメチロールプロパンのモノ－、ジ－あるいはトリ－（メタ）アクリレートなどの不飽
和カルボン酸エステル類；ジアリルフタレート、ジアリルアクリルアミド、トリアリル（
イソ）シアヌレート、トリアリルトリメリテートなどのアリル化合物；（ポリ）エチレン
グリコールジ（メタ）アクリレート、（ポリ）プロピレングリコールジ（メタ）アクリレ
ートなどの（ポリ）オキシアルキレングリコールジ（メタ）アクリレートなどが挙げられ
る。また、ブタジエン、イソプレン、クロロプレンなどの共役ジエン化合物。さらに、ア
クリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、グリシジルメタクリレート、ビニルピ
リジン、ジエチルアミノエチルアクリレート、Ｎ－メチルメタクリルアミド、アクリロニ
トリルなどの反応性官能基含有モノマーが挙げられる。これらのなかでアクリル酸、メタ
クリル酸、イタコン酸など水溶性の高いモノマーはモノマー全体としての水溶解度が高く
なって水中油滴型モノマーエマルジョンができなくなることのない範囲で使用できる。
【００７５】
　（ii）で用いられる無機微粒子は粒径が小さいことと、疎水性ビニルモノマーによく分
散することが必要である。ここで用いられる無機微粒子の粒径は１００ｎｍ以下であり、
好ましくは５ｎｍ以上８０ｎｍ以下であり、さらに好ましくは１０ｎｍ以上７０ｎｍ以下
である。また、無機微粒子が疎水性ビニルモノマーとなじみが悪いときは、無機微粒子表
面を予め表面処理することが好ましい。該表面処理には顔料分散剤を無機微粒子表面に吸
着させる分散剤処理、シランカップリング剤、チタネートカップリング剤等によるカップ
リング剤処理あるいはカプセル重合等によるポリマーコート処理など既知の方法を適用す
ることができる。
【００７６】
　（ii）においては無機微粒子を分散した疎水性ビニルモノマーを水中に乳化するために
、親水化された多孔質膜を通して水中に吐出する。この多孔質細孔は平均細孔径０.０１
～５μｍで、且つ、均一な孔径であり、さらに膜の表裏を貫通するものである必要がある
。膜の材質としてはガラスが好ましく、具体例としては火山灰シラスを主原料として焼成
した ＳｉＯ2－Ａｌ2Ｏ3－Ｂ2Ｏ3－ＣａＯ系のガラスを熱処理でミクロ相分離させ、ホウ
酸に富む相を酸で溶解除去して得る多孔質ガラス（ＳＰＧ：Ｓｈｉｒａｓｕ　Ｐｏｒｏｕ
ｓ　Ｇｌａｓｓ）が好ましい。
【００７７】
　（ii）においては、多孔質膜を通して無機微粒子を含有する疎水性ビニルモノマーを押
し出す水相には、モノマー液滴の安定剤として界面活性剤あるいは水溶性高分子を存在さ
せる必要がある。安定化剤がないと膜を通して吐出したモノマー液滴は互いに融合して幅
広い粒径分布となる。好ましい安定化剤としては、モノマー液滴が１μｍ程度以上の場合
はポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリドンなどの
水溶性高分子系の安定化剤がよく、これに少量のアニオン系界面活性剤あるいは非イオン
系乳化剤を添加することも好ましい。例えばラウリル硫酸ナトリウムを乳化剤、１－ヘキ
サデカノールを共乳化剤とする組み合わせは液滴表面に強く吸着し安定化効果が大きく、
（ii）における安定化剤として特に好ましい。
【００７８】
　（ii）において、乳化された無機微粒子を含むモノマー液滴の水分散体を重合するには
、主に油溶性ラジカル開始剤を使用する。油溶性ラジカル開始剤として使用できる開始剤
を例示すると、アゾビスイソブチロニトリルなどのアゾ系開始剤、ベンゾイルペルオキシ
ド、２,４－ジクロルベンゾイルペルオキシドなどの芳香族過酸化物、イソブチルペルオ
キシド、ジイソプロピルペルオキシジカーボネート、ジ（２－エチルヘキシルペルオキシ
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モノマー相に溶解して使用することができる。又はイドロキノン、塩化鉄などの水溶性ラ
ジカル重合禁止剤を添加しても良い。
【００７９】
　（iii）被覆前の無機微粒子に導入する反応性官能基、下記化学式（２）に示す基、及
びシラノール基又は加水分解によってシラノール基を生成する基を含む化合物と、コアと
なる無機微粒子としての金属酸化物微粒子とを結合することにより得られる、表面に反応
性官能基を有する無機微粒子。
　化学式（２）
　　－Ｑ1－Ｃ（＝Ｑ2）－ＮＨ－
（化学式（２）中、Ｑ1は、ＮＨ、Ｏ（酸素原子）、又はＳ（硫黄原子）を示し、Ｑ2はＯ
又はＳを示す。）
　上記（iii）の反応性無機微粒子Ａを用いる場合には、有機成分量が高まり、分散性、
及び膜強度がより高まるというメリットがある。
【００８０】
　まず、被覆前の無機微粒子に導入したい反応性官能基ａとして、上記化学式（２）に示
す基、及びシラノール基又は加水分解によってシラノール基を生成する基を含む化合物（
以下、反応性官能基修飾加水分解性シランという場合がある。）について説明する。
　反応性官能基修飾加水分解性シランにおいて、無機微粒子に導入したい反応性官能基ａ
は、上記バインダーＣと反応可能なように適宜選択すれば特に限定されない。上述したよ
うな重合性不飽和基を導入するのに適している。
【００８１】
　反応性官能基修飾加水分解性シランにおいて、上記化学式（２）に示す基［－Ｑ1－Ｃ
（＝Ｑ2）－ＮＨ－］は、具体的には、［－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－］、［－Ｏ－Ｃ（＝
Ｓ）－ＮＨ－］、［－Ｓ－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－］、［－ＮＨ－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－］、［
－ＮＨ－Ｃ（＝Ｓ）－ＮＨ－］、及び［－Ｓ－Ｃ（＝Ｓ）－ＮＨ－］の６種である。
　これらの基は、１種単独で又は２種以上を組合わせて用いることができる。中でも、熱
安定性の観点から、［－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－］基と、［－Ｏ－Ｃ（＝Ｓ）－ＮＨ－］
基及び［－Ｓ－Ｃ（＝Ｏ）－ＮＨ－］基の少なくとも１種を併用することが好ましい。化
学式（２）に示す基［－Ｑ1－Ｃ（＝Ｑ2）－ＮＨ－］は、分子間において水素結合による
適度の凝集力を発生させ、硬化物にした場合、優れた機械的強度、基材との密着性及び耐
熱性等の特性を付与することが可能になると考えられる。
【００８２】
　また、加水分解によってシラノ－ル基を生成する基としては、ケイ素原子上にアルコキ
シ基、アリールオキシ基、アセトキシ基、アミノ基、ハロゲン原子等を有する基を挙げる
ことができ、アルコキシシリル基又はアリールオキシシリル基が好ましい。シラノール基
又は、加水分解によってシラノール基を生成する基は、縮合反応又は加水分解に続いて生
じる縮合反応によって、金属酸化物微粒子と結合することができる。
【００８３】
　上記反応性官能基修飾加水分解性シランの好ましい具体例としては、例えば、下記化学
式（３）に示す化合物を挙げることができる。
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【化３】

　化学式（３）中、Ｒc、Ｒdは同一でも異なっていてもよいが、水素原子又はＣ1からＣ8

のアルキル基又はアリール基であり、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、オク
チル、フェニル、キシリル基等を挙げることができる。ここでｓは１、２又は３である。
【００８４】
　［（ＲcＯ）sＲ

d
3-sＳｉ－］で示される基としては、例えば、トリメトキシシリル基、

トリエトキシシリル基、トリフェノキシシリル基、メチルジメトキシシリル基、ジメチル
メトキシシリル基等を挙げることができる。このような基のうち、トリメトキシシリル基
又はトリエトキシシリル基等が好ましい。
【００８５】
　ＲeはＣ1からＣ12の脂肪族又は芳香族構造を有する２価の有機基であり、鎖状、分岐状
又は環状の構造を含んでいてもよい。そのような有機基としては例えば、メチレン、エチ
レン、プロピレン、ブチレン、ヘキサメチレン、シクロヘキシレン、フェニレン、キシリ
レン、ドデカメチレン等を挙げることができる。これらのうち好ましい例は、メチレン、
プロピレン、シクロヘキシレン、フェニレン等である。
【００８６】
　また、Ｒfは２価の有機基であり、通常、分子量１４から１万、好ましくは、分子量７
６から５００の２価の有機基の中から選ばれる。例えば、ヘキサメチレン、オクタメチレ
ン、ドデカメチレン等の鎖状ポリアルキレン基；シクロヘキシレン、ノルボルニレン等の
脂環式又は多環式の２価の有機基；フェニレン、ナフチレン、ビフェニレン、ポリフェニ
レン等の２価の芳香族基；及びこれらのアルキル基置換体、アリール基置換体を挙げるこ
とができる。また、これら２価の有機基は炭素及び水素原子以外の元素を含む原子団を含
んでいてもよく、ポリエーテル結合、ポリエステル結合、ポリアミド結合、ポリカーボネ
ート結合、さらには前記化学式（２）に示す基を含むこともできる。
【００８７】
　Ｒgは（ｔ＋１）価の有機基であり、好ましくは鎖状、分岐状又は環状の飽和炭化水素
基、不飽和炭化水素基の中から選ばれる。
　Ｙ’は反応性官能基を有する１価の有機基を示す。上述のような反応性官能基そのもの
であっても良い。例えば反応性官能基ａを重合性不飽和基から選択する場合、（メタ）ア
クリロイル（オキシ）基、ビニル（オキシ）基、プロペニル（オキシ）基、ブタジエニル
（オキシ）基、スチリル（オキシ）基、エチニル（オキシ）基、シンナモイル（オキシ）
基、マレエート基、（メタ）アクリルアミド基等を挙げることができる。また、ｔは好ま
しくは１～２０の正の整数であり、さらに好ましくは１～１０、特に好ましくは１～５で
ある。
【００８８】
　本発明で用いられる反応性官能基修飾加水分解性シランの合成は、例えば特開平９－１
００１１１号公報に記載された方法を用いることができる。すなわち、例えば重合性不飽
和基を導入したい場合、（イ）メルカプトアルコキシシランと、ポリイソシアネート化合
物と、イソシアネート基と反応可能な活性水素基含有重合性不飽和化合物との付加反応に
より行うことができる。また、（ロ）分子中にアルコキシシリル基及びイソシアネート基
を有する化合物と、活性水素基含有重合性不飽和化合物との直接的反応により行うことが
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できる。さらに、（ハ）分子中に重合性不飽和基及びイソシアネート基を有する化合物と
、メルカプトアルコキシシラン又はアミノシランとの付加反応により直接合成することも
できる。
【００８９】
　（iii）の反応性無機微粒子Ａの製造においては、反応性官能基修飾加水分解性シラン
を別途加水分解操作を行った後、これと無機微粒子を混合し、加熱、攪拌操作を行う方法
、もしくは反応性官能基修飾加水分解性シランの加水分解を無機微粒子の存在下に行う方
法、また、他の成分、例えば多価不飽和有機化合物、単価不飽和有機化合物、放射線重合
開始剤等の存在下、無機微粒子の表面処理を行う方法を選ぶことができるが、反応性官能
基修飾加水分解性シランの加水分解を無機微粒子の存在下行う方法が好ましい。
　（iii）の反応性無機微粒子Ａを製造する際、その温度は、通常２０℃以上１５０℃以
下であり、また処理時間は５分～２４時間の範囲である。
【００９０】
　加水分解反応を促進するため、触媒として酸、塩もしくは塩基を添加してもよい。酸と
しては有機酸及び不飽和有機酸；塩基としては３級アミン又は４級アンモニウムヒドロキ
シドが好適な物として挙げられる。これら酸もしくは塩基触媒の添加量は反応性官能基修
飾加水分解性シランに対して０.００１～１.０重量％、好ましくは０.０１～０.１重量％
である。
【００９１】
　反応性無機微粒子Ａとしては、分散媒を含有しない粉末状の微粒子を用いてもよいが、
分散工程を省略でき、生産性が高い点から微粒子を溶剤分散ゾルとしたものを用いること
が好ましい。
　反応性無機微粒子Ａの含有量はハードコート層の全固形分に対し、５～７０重量％であ
ることが好ましく、更に２０～６０重量％であることが好ましい。５重量％未満の場合、
ハードコート層表面の硬度が不十分となる恐れがあり、７０重量％超過の場合、ハードコ
ート層と透明基材の界面の密着性が不十分となる恐れがある。
【００９２】
＜２－２．ハードコート層の硬化性バインダー系＞
　本発明に係るハードコート層において、硬化性バインダー系の構成成分とは、上記反応
性無機微粒子Ａ、ハードコート層の必須成分である少なくとも１種のレベリング剤Ａ以外
の成分であり、必須成分として硬化性樹脂としてのバインダーＣを含み、必要に応じてバ
インダーＣ以外の硬化性バインダー成分、ポリマー成分、重合開始剤等の硬化後にハード
コート層のマトリクスとなるものを表す。
【００９３】
＜２－２－１．バインダーＣ＞
　本発明に用いられるバインダーＣは、硬化した際にマトリクスの一部となる硬化性樹脂
である。バインダーＣは、前記反応性無機微粒子Ａの反応性官能基ａと架橋反応性を有す
る反応性官能基ｂを有することが好ましい。バインダーＣが該反応性官能基ｂを有するこ
とにより反応性官能基ａと反応性官能基ｂが架橋結合し、網目構造が形成される。これに
より、ハードコート層の硬度が向上する。また、バインダーＣは、十分な架橋性を得るた
めに、反応性官能基ｂを１分子あたり３つ以上有することが好ましい。反応性官能基ｂと
しては、重合性不飽和基が好適に用いられ、好ましくは光硬化性不飽和基であり、特に好
ましくは電離放射線硬化性不飽和基である。その具体例としては、（メタ）アクリロイル
基、ビニル基、アリル基等のエチレン性二重結合及びエポキシ基等が挙げられる。
【００９４】
　バインダーＣの硬化性有機樹脂は、塗膜とした時に光が透過する透光性のものが好まし
く、紫外線又は電子線で代表される電離放射線により硬化する樹脂である電離放射線硬化
性樹脂、その他公知の硬化性樹脂などを要求性能などに応じて適宜採用すればよい。電離
放射線硬化性樹脂としては、アクリレート系、オキセタン系、シリコーン系などが挙げら
れる。
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【００９５】
　本発明に係るハードコート層において、該ハードコート層の硬度を向上させる点から、
下記化学式（４）で表されるポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤと２つ以上の反応
性官能基を有する分子量が１００００未満の化合物Ｅとを組み合わせて用いることが好ま
しい。
【００９６】
　前記ポリマーＤ、前記化合物Ｅ、及び前記反応性無機微粒子Ａが互いに反応可能であり
、該ポリマーＣが、該化合物Ｅ及び該反応性無機微粒子Ａの両方と架橋結合を形成するた
め、ハードコート層に十分な耐擦傷性を持たせることができると推定される。
【００９７】
＜２－２－１－１．化学式（４）で表されるポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤ＞
　前記ポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤは、下記化学式（４）で表され、末端に
３つ以上の反応性官能基ｂを有する分子量が１０００以上のポリアルキレンオキシド鎖含
有ポリマーである。
【００９８】
【化４】

　化学式（４）において、Ｘは直鎖、分枝、又は環状の炭化水素鎖が単独又は組み合わさ
れてなり、該炭化水素鎖は置換基を有していても良く、また炭化水素鎖間には異種原子が
含まれていても良い、前記置換基を除いた炭素数が３～１０の３価以上の有機基である。
ｋは３～１０の整数を表す。Ｌ1～Ｌkはそれぞれ独立に、エーテル結合、エステル結合、
及びウレタン結合よりなる群から選択される1種以上を含む２価の基、又は、直接結合で
ある。Ｒ1～Ｒkはそれぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐の炭化水素基である。ｎ
１、ｎ２・・・ｎｋはそれぞれ独立の数である。Ｙ1～Ｙkはそれぞれ独立に、１つ以上の
反応性官能基ｂを有する化合物残基を示す。
【００９９】
　化学式（４）で表されるポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤにおいて、Ｘは、線
状側鎖であるポリアルキレンオキシド鎖（Ｏ－Ｒk）nk部分が出ている分岐点をｋ個有す
る短い主鎖に該当する。
【０１００】
　上記炭化水素鎖は、－ＣＨ2－のような飽和炭化水素又は－ＣＨ＝ＣＨ－のような不飽
和炭化水素を含むものである。環状の炭化水素鎖は、脂環式化合物からなるものであって
も良いし、芳香族化合物からなるものであっても良い。また、炭化水素鎖間にはＯ、Ｓ等
の異種原子が含まれていても良く、炭化水素鎖間にエーテル結合、チオエーテル結合、エ
ステル結合、ウレタン結合等を含んでいても良い。なお、直鎖や環状の炭化水素鎖に対し
て異種原子を介して分岐している炭化水素鎖は、後述する置換基の炭素数として数えられ
る。
【０１０１】
　上記炭化水素鎖に有していても良い置換基としては、具体的にはハロゲン原子、水酸基
、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、イソシアネート基、メルカプト基、シアノ基
、シリル基、シラノール基、ニトロ基、アセチル基、アセトキシ基、スルホン基等が挙げ
られるが特に限定されない。炭化水素鎖に有していても良い置換基には、上述のように直



(21) JP 5217744 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

鎖や環状の炭化水素鎖に対して異種原子を介して分岐している炭化水素鎖も含まれ、例え
ば、アルコキシ基（ＲＯ－、ここでＲは飽和又は不飽和の直鎖、分枝、又は環状の炭化水
素鎖である）、アルキルチオエーテル基（ＲＳ－、ここでＲは飽和又は不飽和の直鎖、分
枝、又は環状の炭化水素鎖である）、アルキルエステル基（ＲＣＯＯ－、ここでＲは飽和
又は不飽和の直鎖、分枝、又は環状の炭化水素鎖である）等が挙げられる。
【０１０２】
　Ｘは、前記置換基を除いた炭素数が３～１０の３価以上の有機基である。Ｘの前記置換
基を除いた炭素数が３未満であると、線状側鎖であるポリアルキレンオキシド鎖（Ｏ－Ｒ

k）nk部分を３個以上有することが困難となる。一方、Ｘの前記置換基を除いた炭素数が
１０を超えると、柔軟な部分が増え硬化膜の硬度が低下し、好ましくない。上記置換基を
除いた炭素数の炭素数は、好ましくは３～７であり、更に好ましくは３～５である。
【０１０３】
　Ｘとしては、上記条件を満たせば特に限定されない。例えば、下記構造を有するものが
挙げられる。

【化５】

【０１０４】
　中でも、好適な構造としては、上記構造（ｘ－１）、（ｘ－２）、（ｘ－３）、（ｘ－
７）等が挙げられる。
【０１０５】
　Ｘの原料としては、中でも、１,２,３－プロパントリオール（グリセロール）、トリメ
チロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール等、水酸基を分子中
に３個以上有する炭素数が３～１０の多価アルコール類や、カルボキシル基を分子中に
３個以上有する炭素数が３～１０の多価カルボン酸類や、アミノ基を分子中に３個以上有
する炭素数が３～１０の多価アミン酸類等が好適に用いられる。
【０１０６】
　化学式（４）において、上記ｋは、分子中に有するポリアルキレンオキシド鎖（Ｏ－Ｒ

k）nkの数を表し、３～１０の整数を表す。ｋが３未満、すなわちポリアルキレンオキシ
ド鎖が２つでは、十分な硬度が得られない。またｋが１０を超えると、柔軟な部分が増え
硬化膜の硬度が低下し好ましくない。上記ｋは、好ましくは３～７であり、更に好ましく
は３～５である。
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【０１０７】
　化学式（４）において、上記Ｌ1～Ｌkはそれぞれ独立に、エーテル結合、エステル結合
、及びウレタン結合よりなる群から選択される１種以上を含む２価の基、又は、直接結合
である。エーテル結合、エステル結合、及びウレタン結合よりなる群から選択される１種
以上を含む２価の基とは、エーテル結合（－Ｏ－）、エステル結合（－ＣＯＯ－）、ウレ
タン結合（－ＮＨＣＯＯ－）そのものであっても良い。これらの結合は分子鎖が広がりや
すく自由度が高いため、他の樹脂成分との相溶性を実現しやすい。
【０１０８】
　エーテル結合、エステル結合、及びウレタン結合よりなる群から選択される１種以上を
含む２価の基としては、例えば、－Ｏ－Ｒ－Ｏ－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－Ｒ－Ｏ－、－Ｏ（Ｃ
＝Ｏ）－Ｒ－（Ｃ＝Ｏ）Ｏ－、－（Ｃ＝Ｏ）Ｏ－Ｒ－Ｏ－、－（Ｃ＝Ｏ）Ｏ－Ｒ－（Ｃ＝
Ｏ）Ｏ－、－（Ｃ＝Ｏ）Ｏ－Ｒ－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－、－ＮＨＣＯＯ－Ｒ－Ｏ－、－ＮＨＣＯ
Ｏ－Ｒ－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－Ｒ－Ｏ－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－Ｒ
－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－、－ＮＨＣＯＯ－Ｒ－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－、－ＮＨＣＯＯ－Ｒ－（
Ｃ＝Ｏ）Ｏ－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－Ｒ－（Ｃ＝Ｏ）Ｏ－、－ＮＨＣＯＯ－Ｒ－Ｏ（Ｃ＝
Ｏ）－、－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）ＮＨ－Ｒ－Ｏ（Ｃ＝Ｏ）－等が挙げられる。ここでＲは、飽和又
は不飽和の、直鎖、分枝、又は環状の炭化水素鎖を示す。
【０１０９】
　上記２価の基の具体例としては、例えば、（ポリ）エチレングリコール、（ポリ）プロ
ピレングリコール等のジオールや、フマル酸、マレイン酸、コハク酸等のジカルボン酸、
トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソボロンジイソシアネ
ート等のジイソシアネート等の活性水素を除いた残基が挙げられるが、これらに限定され
るものではない。
【０１１０】
　化学式（４）において、（Ｏ－Ｒk）nkは、アルキレンオキシドが繰り返し単位の線状
側鎖であるポリアルキレンオキシド鎖である。ここでＲ1～Ｒkはそれぞれ独立に、炭素数
１～４の直鎖又は分岐の炭化水素基である。アルキレンオキシドとしては、メチレンオキ
シド、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、イソブチレンオキシド等が挙げられるが
、炭素数２～３の直鎖又は分岐の炭化水素基であるエチレンオキシド、プロピレンオキシ
ドが好適に用いられる。
【０１１１】
　アルキレンオキシドＲk－Ｏの繰り返し単位数であるｎ１、ｎ２・・・ｎｋはそれぞれ
独立の数である。ｎ１、ｎ２・・・ｎｋは、分子全体として重量平均分子量が１０００以
上であることを満たせば特に限定されない。ｎ１、ｎ２・・・ｎｋは、それぞれ異なって
いても良いが、鎖長がほぼ同様であることがハードコート層を形成した際の硬度を維持し
つつクラックを抑制する点から好ましい。従って、ｎ１、ｎ２・・・ｎｋの差はそれぞれ
０～１００程度、更に０～５０程度、特に０～１０程度であることが好ましい。
　ハードコート層を形成した際の硬度を維持しつつクラックを抑制する点から、ｎ１、ｎ
２・・・ｎｋはそれぞれ２～５００の数であることが好ましく、更に２～３００の数であ
ることが好ましい。
【０１１２】
　Ｙ1～Ｙkはそれぞれ独立に、反応性官能基ｂ、又は、１つ以上の反応性官能基ｂを有す
る化合物残基を示す。これにより、ポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーの末端に３つ
以上の反応性官能基ｂがもたらされる。
　Ｙ1～Ｙkが反応性官能基ｂそのものである場合、Ｙ1～Ｙkとしては例えば、（メタ）ア
クリロイル基等の重合性不飽和基が挙げられる。
【０１１３】
　また、Ｙ1～Ｙkが１つ以上の反応性官能基ｂを有する化合物残基の場合の反応性官能基
ｂとしては、例えば、（メタ）アクリロイル基、（メタ）アクリロイルオキシ基、ビニル
基（ＣＨ2＝ＣＨ－）、ＣＨ2＝ＣＲ－（ここでＲは炭化水素基）等の重合性不飽和基が挙
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げられる。後述する化合物Ｄや反応性無機微粒子Ａと反応可能なように、適宜反応性官能
基ｂを選択すれば、化合物残基としては特に限定されない。Ｙ1～Ｙkが化合物残基の場合
、該Ｙ1～Ｙkが有する反応性官能基ｂの数は、１つでも良いが、２つ以上であることが更
に架橋密度を上げることができ、ハードコート層とした際の硬度の点から好ましい。
【０１１４】
　Ｙ1～Ｙkが１つ以上の反応性官能基ｂを有する化合物残基である場合、該化合物残基は
、少なくとも１つ以上の反応性官能基ｂと該反応性官能基ｂとは別に更に反応性置換基を
有する化合物から、該反応性置換基又は該反応性置換基の一部（水素等）を除いた残基で
ある。
　例えばエチレン性不飽和基を有する化合物残基としては、具体的には例えば、以下の化
合物のエチレン性不飽和基以外の反応性置換基又は反応性置換基の一部（水素等）を除い
た残基が挙げられる。例えば、（メタ）アクリル酸、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレ
ート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ)ア
クリレートなどが挙げられるがこれらに限定されるものではない。
【０１１５】
　また、本発明に用いられるポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤの分子量は、硬化
膜に柔軟性を与え、クラックを防止する点から、１０００以上であり、更に好ましくは５
０００以上、特に好ましくは１００００以上である。
【０１１６】
　上記化学式（４）で表されるポリアルキレンオキシド鎖含有ポリマーＤを含有する市販
品としては、例えば、商品名ビームセット３７１（荒川化学工業（株）製）、商品名ダイ
ヤビームＵＫ－４１５３（三菱レイヨン（株）製；化学式（４）において、Ｘが（ｘ－７
）、ｋは３、Ｌ1～Ｌ3はそれぞれ直接結合、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれエチレンであり、ｎ１、
ｎ２、ｎ３の合計が２０、Ｙ1～Ｙ3はそれぞれアクリロイルオキシ基である。）等が挙げ
られる。
【０１１７】
　前記ポリマーＤの含有量は、後述する前記化合物Ｅ１００重量部に対して５～１００重
量部であることが好ましく、１０～５０重量部であることが更に好ましい。前記ポリマー
Ｄの含有量は、後述する前記化合物Ｅ１００重量部に対して５重量部以上であれば、硬化
膜に柔軟性と復元性を付与でき、１００重量部以下であれば、硬化膜の硬さを維持できる
。
【０１１８】
＜２－２－１－２．２つ以上の反応性官能基ｂを有する分子量が１００００未満の化合物
Ｅ＞
　２つ以上の反応性官能基ｂを有する分子量が１００００未満の化合物Ｅは、前述の反応
性無機微粒子Ａと相俟って、樹脂組成物の硬化膜の硬度を向上させ、十分な耐擦傷性を付
与する機能を有する。なお、上記ポリマーＤの構造を有するものは、２つ以上の反応性官
能基ｂを有する分子量が１００００未満の化合物Ｅから除かれる。
　本発明において化合物Ｅは、ポリマーＤと前述の反応性無機微粒子Ａとの組み合わせに
おいて、互いに反応可能な反応性官能基ｂを有し、十分な耐擦傷性を有する広範な化合物
から適宜選択して用いることができる。化合物Ｅとしては、１種単独で用いても良いが、
２種以上を適宜混合して用いても良い。
　２つ以上の反応性官能基ｂを有する分子量が１００００未満の化合物Ｅは、１分子中に
含まれる反応性官能基ｂが３個以上であることが、硬化膜の架橋密度をあげて、硬度を付
与する点から好ましい。ここで化合物Ｅが分子量分布を有するオリゴマーの場合、反応性
官能基ｂ数は、平均の個数で表される。
　また、化合物Ｅの分子量は、硬度向上の点から、５０００未満であることが好ましい。
【０１１９】
　以下に具体例を挙げるが、本発明に用いられる化合物Ｅは、これらに限定されるもので
はない。
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　重合性不飽和基を有する具体例として、重合性不飽和基を１分子内に２つ以上有する多
官能（メタ）アクリレート系モノマーとしては、例えば、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（メタ）アクリレート、エチレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性ジ（メタ）アクリ
レート等の２官能（メタ）アクリレート化合物；トリメチロールプロパントリ（メタ）ア
クリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ、エピクロルヒドリン変性品、ペンタエリスリトールト
リ（メタ）アクリレート、グリセロールトリ（メタ）アクリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ
、エピクロルヒドリン変性品、イソシアヌール酸ＥＯ変性トリ（メタ）アクリレート（東
亞合成製アロニックスＭ－３１５等）、トリス（メタ）アクリロイルオキシエチルフォス
フェート、フタル酸水素－(２,２,２－トリ－（メタ）アクリロイルオキシメチル）エチ
ル、グリセロールトリ（メタ）アクリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ、エピクロルヒドリン
変性品等の３官能（メタ）アクリレート化合物；ペンタエリスリトールテトラ（メタ）ア
クリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ、エピクロルヒドリン変性品、ジトリメチロールプロパ
ンテトラ（メタ）アクリレート等の４官能（メタ）アクリレート化合物；ジペンタエリス
リトールペンタ（メタ）アクリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ、エピクロルヒドリン、脂肪
酸、アルキル、ウレタン変性品等の５官能（メタ）アクリレート化合物；ジペンタエリス
リトールヘキサ（メタ）アクリレート、及びそのＥＯ、ＰＯ、エピクロルヒドリン、脂肪
酸、アルキル、ウレタン変性品、ソルビトールヘキサ（メタ）アクリレート、及びそのＥ
Ｏ、ＰＯ、エピクロルヒドリン、脂肪酸、アルキル、ウレタン変性品等の６官能（メタ）
アクリレート化合物が挙げられる。
【０１２０】
　（メタ）アクリレート系オリゴマー（乃至プレポリマー）としては、例えば、グリシジ
ルエーテルと（メタ）アクリル酸若しくはカルボン酸塩基を持つモノマーとの付加反応に
よって得られるエポキシ（メタ）アクリレート類；ポリオールとポリイソシアネートとの
反応物と水酸基を含有する（メタ）アクリレートとの付加反応によって得られるウレタン
（メタ）アクリレート類；ポリオールと多塩基酸から成るポリエステルポリオールと、（
メタ）アクリル酸とのエステル化によって得られるポリエステルアクリレート類；ポリブ
タジエン又は水添ポリブタジエン骨格を有する（メタ）アクリル化合物であるポリブタジ
エン（メタ）アクリレート等が挙げられる。本発明における必須成分が有する反応性官能
基ｂが重合性不飽和基の場合、中でもウレタン（メタ）アクリレートは、硬化膜に硬度と
柔軟性を与える点から、好適に用いられる。
【０１２１】
　上記エポキシ（メタ）アクリレート類に用いられるグリシジルエーテルとしては、例え
ば、１,６－ヘキサンジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールグリシジルエーテ
ル、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ナフタレン系エポキシ樹脂、カルドエポキシ樹脂
、グリセロールトリグリシジルエーテル、フェノールノボラック型エポキシ樹脂等が挙げ
られる。
【０１２２】
　また、上記ウレタン（メタ）アクリレート類に用いられるポリオールとしては、例えば
、１,６－ヘキサンジグリシジルエーテル、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、ポリカプロラクトンジオール、ポリカーボネ
ートジオール、ポリブタジエンポリオール、ポリエステルジオール等が挙げられる。上記
ウレタン（メタ）アクリレート類に用いられるポリイソシアネートとしては、トリレンジ
イソシアネート、キシリレンジイソシアネート、ジフエニルメタンジイソシアネート、テ
トラメチルキシレンジイソシアネート、ヘキサメレチンジイソシアネート、イソホロンジ
イソシアネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート等が挙げられる。上記ウレタ
ン（メタ）アクリレート類に用いられる水酸基を含有する（メタ）アクリレートとしては
、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトール（メタ）ア
クリレート、カプロラクトン変性２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート等が挙げら
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れる。
　また、上記ポリエステルアクリレート類に用いられるポリエステルポリオールを形成す
るためのポリオールとしては、例えばエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プ
ロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１,４－ブ
タンジオール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等が挙げられ、多塩基酸
としては、例えばコハク酸、アジピン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフ
タル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等が挙げられる。
【０１２３】
　また、本発明に用いられる化合物Ｅとしては、分子量が１００００未満である下記化学
式（５）で表される重合体も用いることができる。
【化６】

　化学式（５）中、Ｌ’は炭素数１～１０の連結基を表し、ｑは０又は１を表す。Ｒは水
素原子又はメチル基を表す。Ｅは任意のビニルモノマーの重合単位を表し、単一成分であ
っても複数の成分で構成されていてもよい。ｏ、ｐは各重合単位のモル％である。ｐは０
であっても良い。
【０１２４】
　化学式（５）中のＬ’は炭素数１～１０の連結基を表し、より好ましくは炭素数１～６
の連結基であり、特に好ましくは２～４の連結基であり、直鎖であっても分岐構造を有し
ていてもよく、環構造を有していてもよく、Ｏ、Ｎ、Ｓから選ばれるヘテロ原子を有して
いても良い。
　化学式（５）中の連結基Ｌ’の好ましい例としては、＊－（ＣＨ2）2－Ｏ－＊＊，＊－
（ＣＨ2）2－ＮＨ－＊＊、＊－（ＣＨ2）4－Ｏ－＊＊、＊－（ＣＨ2）6－Ｏ－＊＊、＊－
（ＣＨ2）2－Ｏ－（ＣＨ）2－Ｏ－＊＊、＊－ＣＯＮＨ－（ＣＨ2）3－Ｏ－＊＊、＊－Ｃ
Ｈ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2－Ｏ－＊＊、＊－ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＯＮＨ（ＣＨ2）3－Ｏ－＊＊等が
挙げられる。ここで、＊は、ポリマー主鎖側の連結部位を表し、＊＊は、（メタ）アクリ
ロイル基側の連結部位を表す。
【０１２５】
　化学式（５）中、Ｒは水素原子又はメチル基を表すが、硬化反応性の観点から、より好
ましくは水素原子である。
　化学式（５）においてｏは１００モル％、すなわち単独の重合体であっても良い。また
、ｏが１００モル％であっても、ｏモル％で表された（メタ）アクリロイル基を含有する
重合単位が２種以上混合して用いられた共重合体であってもよい。ｏとｐの比は、特に制
限はなく、硬度や、溶剤への溶解性、透明性等種々の観点から適宜選択することができる
。
【０１２６】
　化学式（５）中、Ｅは任意のビニルモノマーの重合単位を表し、特に制限はなく、硬度
や、溶剤への溶解性、透明性等種々の観点から適宜選択することができ、目的に応じて単
一あるいは複数のビニルモノマーによって構成されていても良い。
【０１２７】
　例えば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ｔ－ブチルビニルエーテル、
シクロへキシルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニル
エーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、グリシジルビニルエーテル、アリルビニル
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エーテル等のビニルエーテル類、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニ
ルエステル類、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシ
エチル（メタ）アクリレート、グリシジルメタアクリレート、アリル（メタ）アクリレー
ト、（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン等の（メタ）アクリレート
類、スチレン、ｐ－ヒドロキシメチルスチレン等のスチレン誘導体、クロトン酸、マレイ
ン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸及びその誘導体等を挙げることができる。
【０１２８】
　また、重量平均分子量が１００００未満である、末端や側鎖にエチレン性二重結合基を
有する反応性オリゴマーも用いることができる。該反応性オリゴマーとしては、骨格成分
がポリ（メタ）アクリル酸メチル、ポリスチレン、ポリ（メタ）アクリル酸ブチル、ポリ
（アクリロニトリル／スチレン）、ポリ（（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシメチル／（
メタ）アクリル酸メチル）、ポリ（（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシメチル／（メタ）
アクリル酸ブチル）、及び、これらの樹脂とシリコーン樹脂との共重合体等が挙げられる
。
【０１２９】
　以上の化合物については市販品を用いることができる。重量平均分子量が１００００未
満であり、且つ、２以上の重合性不飽和基を有するウレタンアクリレートとしては、共栄
社化学（株）製　商品名ＡＨ－６００、ＡＴ－６００、ＵＡ－３０６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ
、ＵＡ－３０６Ｉ等；日本合成化学工業（株）製　商品名ＵＶ－１７００Ｂ、ＵＶ－３０
００Ｂ、ＵＶ－３２００Ｂ、ＵＶ－６３００Ｂ、ＵＶ－６３３０Ｂ、ＵＶ－７０００Ｂ等
；荒川化学工業（株）製　商品名ビームセット５００シリーズ（５０２Ｈ、５０４Ｈ、５
５０Ｂ等）；新中村化学工業（株）製　商品名Ｕ－６ＨＡ、Ｕ－１５ＨＡ、ＵＡ－３２Ｐ
、Ｕ－３２４Ａ等；東亞合成（株）製　商品名Ｍ－９０５０等が挙げられる。中でも、本
発明の前記ポリマーＤとの組み合わせにおいて好適に用いられるウレタン（メタ）アクリ
レートとしては、イソホロンジイソシアネートの単量体又は多量体とペンタエリスリトー
ル多官能アクリレートとジペンタエリスリトール多官能アクリレートとを反応して得られ
るウレタン（メタ）アクリレートが挙げられる。該ウレタン（メタ）アクリレートの市販
品としては、例えば、商品名ＵＶ－１７００Ｂ（日本合成化学工業（株）製）が挙げられ
る。
【０１３０】
　また、重量平均分子量が１００００未満であり、且つ、２以上の重合性不飽和基を有す
るエポキシアクリレートとしては、昭和高分子（株）製　商品名ＳＰシリーズ（ＳＰ－４
０６０、１４５０等）、ＶＲシリーズ（ＶＲ－６０、１９５０；ＶＲ－９０、１１００等
）等；日本合成化学工業（株）製　商品名ＵＶ－９１００Ｂ、ＵＶ－９１７０Ｂ等；新中
村化学工業（株）製　商品名ＥＡ－６３２０／ＰＧＭＡｃ、ＥＡ－６３４０／ＰＧＭＡｃ
等が挙げられる。
【０１３１】
　また、重量平均分子量が１００００未満であり、且つ、２以上の重合性不飽和基を有す
る反応性オリゴマーとしては、東亞合成（株）製　商品名マクロモノマーシリーズ　ＡＡ
－６、ＡＳ－６、ＡＢ－６、ＡＡ－７１４ＳＫ等が挙げられる。
【０１３２】
＜２－３．ハードコート層のレベリング剤Ａ＞
　本発明において、レベリング剤は、ハードコート層の必須成分であり、その少なくとも
１種類は電離放射線で反応する官能基又は熱で反応する極性基を有しない（非反応性）レ
ベリング剤Ａである。これは、ハードコートやその他の層、特に低屈折率層などに含まれ
ている全成分と反応性を有しないものである。該レベリング剤を有する層表面の平坦性（
なめらかさ）を向上させる機能を有し、さらに、該レベリング剤の種類を適宜選択するこ
とにより、ハードコート層や低屈折率層の表面に防汚性や指紋拭取り性、耐擦傷性等の機
能を付与することが可能となる。
　斯かるレベリング剤としては、フッ素系レベリング剤、ケイ素系レベリング剤、オレフ
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ィン系レベリング剤が挙げられるが、前述のとおり少なくとも１種類のレベリング剤Ａは
、非反応性であることを特徴とする。
【０１３３】
　ハードコート層の硬化性バインダー系には上記レベリング剤のうち、１種又は２種以上
を混合して用いることができる。ハードコート層の硬化性バインダー系に含有させるのに
好ましいレベリング剤Ａとしては、特にパーフルオロ基を有するフッ素化合物が挙げられ
る。
【０１３４】
　本発明において、非反応性フッ素系レベリング剤とは、フッ素化アルキル基を必須とす
る化合物で、かつ、電離放射線や熱によって反応するような官能基を全くもたない、反応
性のない化合物である。非反応性フッ素系レベリング剤は、分子量が小さすぎると塗布す
るときにハジキを生じ加工が困難となり、また、分子量が大きすぎると、ハードコート層
形成用組成物に含有されるバインダーとの相溶性が悪化して良好な塗膜が得られない。し
たがって、その重量平均分子量として通常５０００～５０万であり、１万～３０万である
ことが好ましく、２万～２０万であることが好ましい。尚、重量平均分子量は、ゲルパー
ミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）によるポリスチレン換算により求めることが
できる。ＧＰＣ移動相の溶剤には、テトラヒドロフランやクロロホルムを使用することが
できる。測定用カラムは、テトラヒドロフラン用又はクロロホルム用のカラムの市販品カ
ラムを組み合わせて使用すると良い。テトラヒドロフラン用市販品カラムとしては、例え
ば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ－８０１、ＧＰＣ　ＫＦ－８０２、ＧＰＣ　ＫＦ－８０
３、ＧＰＣ　ＫＦ－８０４、ＧＰＣ　ＫＦ－８０５、ＧＰＣ　ＫＦ－８０６、ＧＰＣ－Ｋ
Ｆ８００Ｄ（いずれも、商品名、昭和電工社製）等を挙げることができる。検出器には、
ＲＩ（示差屈折率）検出器及びＵＶ検出器を使用すると良い。このような溶剤、カラム、
検出器を使用して、例えば、Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ－１０１（昭和電工社製）等のＧＰＣ
システムにより、上記重量平均分子量を適宜測定することができる。
【０１３５】
　前記フッ素系レベリング剤としては、一般式Ｆ（ＣＦ2）2nＣＨ2ＣＨ2－（式中、ｎは
１～１０の整数である）で表されるフッ素化アルキル基を有するフッ素化合物が好ましい
。フッ素化アルキル基は、アルキル基中のすべての水素原子がフッ素原子に置換されたパ
ーフルオロアルキル基、アルキル基中の一部の水素原子がフッ素原子で置換されたもの（
例えば、ＨＣＦ2ＣＦ2ＣＦ2ＣＦ2－等）のどちらでも良く、また、直鎖状、分岐状のいず
れの基でもよい。また、フッ素化アルキル基中に酸素原子を含むもの（例えば、ＣＦ3－
（ＯＣＦ2ＣＦ2）2－等）でもよい。
【０１３６】
　前記フッ素化合物としては、一般式：
　　（Ａ）ｗ－（Ｂ）ｘ－（Ｃ）ｙ－ＣＦ3

（上記式中、
　Ａは、ＣＦ2、ＣＦＣＦ2、Ｃ（ＣＦ2）2、（ＣＦ2）2nＣＨ2ＣＨ2からなる群から選択
される一種又は二種以上の基を表し、
　Ｂは、ＯＣＦ2ＣＦ2、ＯＣＦ2ＣＦ（ＣＦ2）、ＯＣＦ2Ｃ（ＣＦ2）2、ＯＣＦ（ＣＦ2）
ＣＦ（ＣＦ2）、ＯＣＦ（ＣＦ2）Ｃ（ＣＦ2）2、ＯＣ（ＣＦ2）2ＣＦ（ＣＦ2）、ＯＣ（
ＣＦ2）2Ｃ（ＣＦ2）2からなる群から選択される一種又は二種以上の基を表し、
　Ｃは、ＯＣＨ2ＣＨ2、 ＯＣＨ2ＣＨ2ＣＨ2、ＯＣ（Ｏ）（ＣＨ2）ｚからなる群から選
択される一種又は二種以上の基を表し、
　ｗ、ｘ、ｙ、ｚは０乃至５０の整数を表す）
で表される化合物が具体的に挙げられる。
【０１３７】
　フッ素化アルキル基の炭素数としては、界面活性能の効果が高い点から、通常１～２０
の整数であり、３～１２の整数であることが好ましく、６～１０の整数であることが特に
好ましい。また、直鎖状のパーフルオロアルキル基であることが好ましい。化合物中のフ
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ッ素原子含有率が高いほど界面活性能に優れるが、フッ素原子含有率の高い界面活性剤は
樹脂や溶媒に対する相溶性が低下するため、レベリング剤化合物中のフッ素原子含有率と
しては、通常５～５０％であり、７～３５％であることが好ましく、１０～３０重量％で
あることが特に好ましい。なお、フッ素原子含有率は、レベリング剤化合物を燃焼分解さ
せた後、分解物を水又はアルカリ水で抽出させイオンクロマトグラフィー法によってフッ
素イオン濃度を定量することにより算出できる。
【０１３８】
　上記のような構造及び性能を満たす市販のフッ素化合物としては、例えば、大日本イン
キ社製のメガファックシリーズ（ＭＣＦ３５０－５、Ｆ４４５、Ｆ４４４、Ｆ４５５、Ｆ
１７８、Ｆ４７０、Ｆ４７５、Ｆ４７９、Ｆ４７７、ＴＦ１０２５、Ｆ４７８、Ｆ１７８
Ｋ）や、その他モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製（東
芝シリコーン社製）のＴＳＦシリーズ等が挙げられ；信越化学社製のＸ２２シリーズ、Ｋ
Ｆシリーズ等が挙げられ；チッソ社製のサイラプレーンシリーズ等が挙げられる。
【０１３９】
　ハードコート層の硬化性バインダー系に含有されるレベリング剤の総含有量は反応性無
機微粒子Ａが含まれない場合はバインダー全量に対して、又は反応性無機微粒子Ａとバイ
ンダーＣの全重量に対して０.０１重量％以上５重量％以下が好ましく、さらに０.０３重
量％以上２重量％以下であることが好ましい。０.０１重量％以上とすることにより、ハ
ードコート層表面に十分な平坦性（なめらかさ）を付与できる。５重量％以上であると、
後述する低屈折率層へ移行するレベリング剤Ａの量が増加し、低屈折率層表面において、
後述する低屈折率層形成用組成物に含まれるレベリング剤Ｂと相分離を起こしやすくなり
、該低屈折率層の白濁やヘイズの上昇等による透明性の低下が起こるため好ましくない。
また、レベリング剤の含有量を０.０３重量％以上２重量％以下とすることにより、ハー
ドコート層を半硬化（ハーフキュア）し、該半硬化したハードコート層に後述する低屈折
率層形成用組成物を塗布し、完全に硬化（フルキュア）した際に、ハードコート層形成用
組成物中のレベリング剤Ａの一部が低屈折率層の表面に移行（マイグレーション）し、均
一に存在する。これにより、ハードコート層及び低屈折率層からなる反射防止フィルムは
、該フィルム表面に優れた防汚性、指紋拭取り性及び耐擦傷性を併せ持つことが可能とな
る。
【０１４０】
　本発明において、レベリング剤の濃度は、例えば、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ社
製（ＶＧ　Ｔｈｅｔａ　Ｐｒｏｂｅ）のＸＰＳ（Ｘ線光電子分光測定）装置を用いて測定
を行うことができる。
【０１４１】
＜２－３－１．重合開始剤＞
　本発明においては、上記ラジカル重合性官能基やカチオン重合性官能基の開始又は促進
させるために、硬化性バインダー系の成分として、必要に応じてラジカル重合開始剤、カ
チオン重合開始剤、ラジカル及びカチオン重合開始剤等を必要に応じて、適宜選択して用
いても良い。これらの重合開始剤は、光照射及び／又は加熱により分解されて、ラジカル
若しくはカチオンを発生してラジカル重合とカチオン重合を進行させるものである。
【０１４２】
　ラジカル重合開始剤は、光照射及び／又は加熱によりラジカル重合を開始させる物質を
放出することが可能であれば良い。例えば、光ラジカル重合開始剤としては、イミダゾー
ル誘導体、ビスイミダゾール誘導体、Ｎ－アリールグリシン誘導体、有機アジド化合物、
チタノセン類、アルミナート錯体、有機過酸化物、Ｎ－アルコキシピリジニウム塩、チオ
キサントン誘導体等が挙げられ、更に具体的には、１，３－ジ（ｔｅｒｔ－ブチルジオキ
シカルボニル）ベンゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラキス(ｔｅｒｔ－ブチルジオ
キシカルボニル)ベンゾフェノン、３－フェニル－５－イソオキサゾロン、２－メルカプ
トベンズイミダゾール、ビス（２，４，５－トリフェニル）イミダゾール、２，２－ジメ
トキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン（商品名イルガキュア６５１、チバ・スペ
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シャルティ・ケミカルズ（株）製）、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケト
ン（商品名イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）、２－ベ
ンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタン－１－オン（
商品名イルガキュア３６９、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）、ビス(η５
－２，４－シクロペンタジエン－１－イル）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（１Ｈ－
ピロール－１－イル）－フェニル）チタニウム）（商品名イルガキュア７８４、チバ・ス
ペシャルティ・ケミカルズ（株）製）等が挙げられるが、これらに限定されるものではな
い。
【０１４３】
　また、カチオン重合開始剤は、光照射及び／又は加熱によりカチオン重合を開始させる
物質を放出することが可能であれば良い。カチオン重合開始剤としては、スルホン酸エス
テル、イミドスルホネート、ジアルキル－４－ヒドロキシスルホニウム塩、アリールスル
ホン酸－ｐ－ニトロベンジルエステル、シラノール－アルミニウム錯体、（η６－ベンゼ
ン）（η５－シクロペンタジエニル）鉄(II)等が例示され、さらに具体的には、ベンゾイ
ントシレート、２,５－ジニトロベンジルトシレート、Ｎ－トシフタル酸イミド等が挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【０１４４】
　ラジカル重合開始剤としても、カチオン重合開始剤としても用いられるものとしては、
芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ホスホニ
ウム塩、トリアジン化合物、鉄アレーン錯体等が例示され、更に具体的には、ジフェニル
ヨードニウム、ジトリルヨードニウム、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニ
ウム、ビス（ｐ－クロロフェニル）ヨードニウム等のヨードニウムのクロリド、ブロミド
、ホウフッ化塩、ヘキサフルオロホスフェート塩、ヘキサフルオロアンチモネート塩等の
ヨードニウム塩、トリフェニルスルホニウム、４－ｔｅｒｔ－ブチルトリフェニルスルホ
ニウム、トリス（４－メチルフェニル）スルホニウム等のスルホニウムのクロリド、ブロ
ミド、ホウフッ化塩、ヘキサフルオロホスフェート塩、ヘキサフルオロアンチモネート塩
等のスルホニウム塩、２，４，６－トリス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリアジ
ン、２－フェニル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリアジン、２－
メチル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－１，３，５－トリアジン等の２，４，６－
置換－１，３，５トリアジン化合物等が挙げられるが、これらに限定されるものではない
。
【０１４５】
＜２－３－２．その他の成分＞
　本発明に係るハードコート層には、上記成分の他に、硬化性バインダー系の成分として
更に帯電防止剤、防眩剤を適宜添加することもできる。更に、各種増感剤等の各種添加剤
が混合されていても良い。帯電防止剤及び／又は防眩剤を含む場合には、本発明に係るハ
ードコート層に、更に帯電防止性及び／又は防眩性を付与できる。
【０１４６】
＜２－４．ハードコート層形成用組成物＞
　上記必須成分である硬化性樹脂、及び少なくとも１種のレベリング剤（レベリング剤Ａ
）に、必要に応じて各所望成分を加えたものを一般的な調製法に従って溶剤に分散処理す
ることによりハードコート層形成用組成物を作製する。そして、該組成物を透明基材に塗
布し、その後乾燥、硬化することによりハードコート層を形成できる。以下、溶剤、及び
ハードコート層形成用組成物の調製方法について説明する。
【０１４７】
＜２－４－１．溶剤＞
　溶剤の具体例としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノー
ル、イソブチルアルコール、メチルグリコール、メチルグリコールアセテート、メチルセ
ロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ等のアルコール類；アセトン、メチルエ
チルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール等のケ
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トン類；蟻酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、乳酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類
；ニトロメタン、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；ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジオキソラン等のエー
テル類；塩化メチレン、クロロホルム、トリクロロエタン、テトラクロルエタン等のハロ
ゲン化炭化水素；ジメチルスルホキシド、炭酸プロピレン等のその他の物；又はこれらの
混合物が挙げられる。より好ましい溶剤としては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル
、メチルエチルケトン等が挙げられる。
【０１４８】
　上記溶媒の中でも、ケトン系の有機溶剤を用いるのが特に好ましい。ケトン系溶剤を用
いて塗工液を調製すると、透明基材やハードコート層の表面に容易に薄く均一に塗布しや
すくなり、且つ、塗工後において溶剤の蒸発速度が適度で乾燥むらを起こし難いので、均
一な厚さの大面積塗膜を容易に得やすくなる。
【０１４９】
　ケトン系溶剤としては、１種のケトンからなる単独溶剤、２種以上のケトンからなる混
合溶剤、及び１種又は２種以上のケトン系溶剤と共に他の溶剤を含有しケトン溶剤として
の性質を失っていない異種混合溶剤を挙げることができる。これらのうち、異種混合溶剤
を用いることが好ましく、この場合、ケトン系溶剤は、溶剤全体の７０重量％以上、特に
８０重量％以上含有させることが好ましい。
【０１５０】
＜２－４－２．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　ハードコート層形成用組成物は、通常、溶剤に上記必須成分である硬化性樹脂、及び少
なくとも１種のレベリング剤（レベリング剤Ａ）に、必要に応じて各所望成分を一般的な
調製法に従って、混合し分散処理することにより調製される。混合分散には、ペイントシ
ェーカー又はビーズミル等を用いることができる。
【０１５１】
＜３．低屈折率層＞
　本発明に係る低屈折率層は、透明基材側に隣接するハードコート層に比べて屈折率が低
く、該ハードコート層及び該低屈折率層を有する反射防止フィルムの視認性を高める機能
を有する。
　本発明に係る低屈折率層は、後述する低屈折率層形成用組成物を塗布後、乾燥し、硬化
させたものであり、該層の必須成分として少なくとも硬化性樹脂を含む硬化性バインダー
と、２種以上のレベリング剤と、を含有する。該２種のレベリング剤のうち、少なくとも
１種はハードコート層に含まれているものと共通のもの、すなわちレベリング剤Ａであり
、また少なくとも１種は、少なくとも前記バインダーとの反応性を有するレベリング剤Ｂ
であり、これは後述する硬化時に該バインダーと架橋する。本発明に係る低屈折率層は、
ハードコート層を半硬化させた後に、該ハードコート層上に低屈折率層形成用組成物を塗
布し、半硬化した前記ハードコート層及び該低屈折率層形成用組成物を完全に硬化させて
得られる。その際、半硬化した前記ハードコート層から該ハードコート層に含まれていた
レベリング剤Ａが低屈折率層に移行する。
【０１５２】
　低屈折率層の硬化性樹脂は、電離放射線硬化性樹脂（バインダー成分）であることが好
ましい。また、該低屈折率層の屈折率を低減させるため、低屈折率微粒子を含有すること
が好ましく、さらに、該低屈折率微粒子として中空微粒子を用いることが、屈折率を低減
しやすいため好ましい。また、該中空微粒子のみでは不足する低屈折率層の硬さを補うた
め、さらに中実微粒子を含有することが好ましい。
【０１５３】
　さらに、前記中空微粒子及び前記中実微粒子としては、前記低屈折率層の硬さを向上さ
せるため、前記電離放射線硬化性樹脂と架橋結合を形成し得るように該微粒子の表面を架
橋形成基により修飾された反応性中空微粒子及び反応性中実微粒子を用いることが好まし
い。該反応性中空微粒子表面の架橋形成基、及び該反応性中実微粒子表面の架橋形成基は
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、同一構造を有するか、又は、構造上の相違があるとしても、電離放射線硬化性基につい
ては、その骨格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基１つ分の有無が異なる
のみの範囲内であり、粒子表面に対する結合基については、その骨格が共通し、且つ、炭
素原子数が１～３の炭化水素基１つ分の有無が異なるのみの範囲内であり、スペーサ部に
ついては、その骨格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基１つ分又は異種原
子を含み水素を除く構成原子数が１～３の官能基１つ分の有無が異なるのみの範囲内か、
或いは、骨格の炭素鎖長が炭素原子１～２個分異なるのみの範囲内である類似構造を有す
ることが特に好ましい。斯かる架橋形成基を有することにより、反応性中空微粒子同士の
凝集、及び反応性中実微粒子同士の凝集が起こり難く、該反応性中空微粒子及び該反応性
中実微粒子が均一、且つ、密に充填するため低屈折率層の硬さが向上する。
【０１５４】
　以下、本発明に係る低屈折率層の、好ましい形態の一例として、粒子表面を共通部分の
多い架橋形成基により修飾された中空微粒子及び中実微粒子、電離放射線硬化性樹脂、並
びに少なくとも１種のレベリング剤Ｂを含有する硬化性バインダー系と、を含む低屈折率
層形成用組成物を説明する。
【０１５５】
　本発明に係る低屈折率層は、該層の屈折率が１.４５以下であることが好ましい。屈折
率をこの範囲とすれば、実用上良好な反射防止性能を有する低屈折率層を得ることができ
る。屈折率は、低屈折率層に含有させる、電離放射線硬化性樹脂の種類、中空微粒子及び
中実微粒子の材質や粒径、各材料の配合比、等を適宜調整することによって制御すること
ができる。屈折率は、空気の屈折率（＝１）に近づけることが好ましいが、屈折率の下限
値は、現実的には１.１以上である。なお、屈折率の測定は、特に制限されず従来公知の
方法を用いることができる。例えば、分光光度計で測定した反射率曲線からシミュレーシ
ョンを用いて算出する方法や、エリプソメータを用いて測定する方法を挙げることができ
る。
【０１５６】
　本発明の低屈折率層において、平均粒径とは、硬化前、溶液中の粒子を動的光散乱方法
で測定し、粒径分布を累積分布で表したときの５０％粒径（ｄ５０　メジアン径）を意味
する。該平均粒径は、日機装（株）製のＭｉｃｒｏｔｒａｃ粒度分析計を用いて測定する
ことができる。また、膜中の平均粒径については、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ；Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）を用いて測定する。具体
的には、５０～２００万倍で粒子の観察を行い、観察した粒子１００個の平均値をもって
平均粒径とする。
【０１５７】
　また、低屈折率層の膜厚は、０.０５μｍ以上０.１５μｍ以下であることが、耐擦傷性
の観点から好ましい。
　以下、本発明に係る低屈折率層の構成材料について説明する。
【０１５８】
＜３－１－１．中空微粒子＞
　本発明に係る中空微粒子は、外殻層を有し、外殻層に囲まれた内部が多孔質組織又は空
洞である微粒子をいう。該多孔質組織及び該空洞には空気（屈折率：１）が含有されてお
り、該中空微粒子を低屈折率層に含有させることで、該層の屈折率を低減することができ
る。
【０１５９】
　本発明に係る中空微粒子の材料は、無機系、有機系のものを使用することができる。生
産性や強度等を考慮し、無機材料であることが好ましい。この場合には、外殻層が無機材
料で形成されることになる。
【０１６０】
　中空微粒子を無機材料で形成する場合、中空微粒子の材料は、金属酸化物、金属窒化物
、金属硫化物、及び金属ハロゲン化物からなる群から選ばれる少なくとも一つであること
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が好ましい。中空微粒子を上記材料とすれば、外殻が高強度で外圧により潰れにくい微粒
子が得られる。さらに好ましいのは、中空微粒子の材料を、金属酸化物又は金属ハロゲン
化物で形成することであり、特に好ましいのは、金属酸化物又は金属フッ化物で形成する
ことである。これら材料を用いると、さらに高強度、且つ、低屈折率な中空微粒子を得ら
れる。
【０１６１】
　ここで、金属酸化物等に用いる金属元素としては、Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ａｌ
、Ｓｉ、Ｂが好ましく、Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ及びＳｉがさらに好ましい。斯かる金属元素を
用いることにより、低屈折率、且つ、他の元素に比べて製造が容易な中空微粒子が得られ
る。上記金属元素は１種単独で又は２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１６２】
　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。
【０１６３】
　本発明において中空微粒子を金属酸化物で形成する場合、材料の屈折率や生産性を考慮
し、シリカ（二酸化ケイ素：ＳｉＯ2）からなる中空微粒子を用いることが特に好ましい
。中空シリカ微粒子は、微細な空隙を内部に有しており、屈折率１の空気が該微粒子内部
に含まれている。そのため、微粒子自体の屈折率が中実微粒子及び電離放射線硬化性樹脂
に比べて低く、該微粒子を含有する屈折率層の屈折率を低下させることができる。すなわ
ち、空隙を有する中空シリカ微粒子は、内部に気体を有しない中実シリカ微粒子（屈折率
ｎ＝１.４６程度）に比べると、屈折率が１.２０～１.４５と低く、屈折率層の屈折率を
１.４５以下にすることができる。
【０１６４】
　本発明に係る中空微粒子の外殻層の厚みは、通常１ｎｍ以上、好ましくは２ｎｍ以上と
する。外殻層の厚さを上記範囲とすると、微粒子の被覆が良好に行われやすくなり、電離
放射線硬化性樹脂等の他の成分が微粒子内部に侵入しにくくなる。この結果、内部の空洞
や多孔質構造の減少が低減され、低屈折率の効果が得やすくなる。一方、中空微粒子の外
殻層の厚みは、通常３０ｎｍ以下、好ましくは２０ｎｍ以下とする。外殻層の厚さを上記
範囲とすると、微粒子の多孔性が低下させることなく、低屈折率の効果が得られる。
【０１６５】
＜３－１－２．中空微粒子の製造方法＞
　中空微粒子の製造方法の一例として、以下、中空シリカ微粒子の製造方法を例に挙げて
説明する。
　中空シリカ微粒子の種類は、屈折率が１.４４以下であればよく、特に限定されるもの
ではない。斯かる中空シリカ微粒子としては、特開平７－１３３１０５号公報、特開２０
０１－２３３６１１号公報等に開示された複合酸化物ゾル又は中空シリカ微粒子を挙げる
ことができる。斯かる中空シリカ微粒子は、具体的には、以下の第一乃至第三工程により
製造することができ、さらに以下の第四工程を行ってもよい。
【０１６６】
　すなわち、第一工程として、予めシリカ原料及びシリカ以外の無機酸化物原料のアルカ
リ水溶液を個別に調製するか、又は、両原料を混合した水溶液を調製する。次に、目的と
する複合酸化物の複合割合に応じて、得られた水溶液を、ｐＨ１０以上のアルカリ水溶液
中に撹拌しながら徐々に添加する。こうして、複合酸化物からなるコロイド粒子を得る。
尚、第一工程の代わりに、予めシード粒子を含む分散液を出発原料とすることも可能であ
る。
【０１６７】
　ここでシード粒子とは、中空微粒子の調製において、空洞又は多孔質組織を形成するた
めに用いることができる粒子であり、該粒子を種として粒子が成長して核粒子となる。続
く第二工程で核粒子の全部又は一部が除去され、前記空洞又は前記多孔質組織を形成する
。シード粒子を用いることで、成長粒子の粒径制御が容易となり、粒径が均一な核微粒子
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を得ることができる。
【０１６８】
　次に、第二工程として、上記の工程で得られた複合酸化物からなるコロイド粒子から、
ケイ素と酸素以外の元素の少なくとも一部を選択的に除去する。具体的には、複合酸化物
中の元素を、鉱酸若しくは有機酸を用いて溶解除去するか又は、陽イオン交換樹脂と接触
させてイオン交換除去する。こうして、一部元素が除去された複合酸化物のコロイド粒子
を得る。
【０１６９】
　続いて、第三工程として、上記の工程で得られた一部元素が除去された複合酸化物のコ
ロイド粒子に、加水分解性の有機ケイ素化合物又はケイ酸液等を加えることにより、コロ
イド粒子の表面を加水分解性有機ケイ素化合物又はケイ酸液等の重合物で被覆する。この
様にして、上記公報に記載の複合酸化物ゾルであるシリカ微粒子を得ることができる。
【０１７０】
　加水分解性の有機ケイ素化合物としては、例えば、一般式ＲnＳｉ（ＯＲ’）4－ｎ（こ
こで、Ｒ、Ｒ’：アルキル基、アリール基、ビニル基、アクリル基等の炭化水素基、ｎ＝
０、１、２又は３）で表されるアルコキシシランを用いることができる。特に、テロラメ
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等のテトラアルコキ
シシランが好ましく用いられる。
【０１７１】
　添加方法としては、例えば、これらのアルコキシシラン、純水、及びアルコールの混合
溶液に触媒としての少量のアルカリ又は酸を添加した溶液を、第二工程で得られた前記コ
ロイド粒子に加え、アルコキシシランを加水分解して生成したケイ酸重合物をコロイド粒
子の表面に沈着させる。このとき、アルコキシシラン、アルコール、触媒を同時に前記コ
ロイド粒子中に添加してもよい。アルカリ触媒としては、アンモニア、アルカリ金属の水
酸化物、アミン類を用いることができる。また、酸触媒としては、各種の無機酸と有機酸
を用いることができる。
【０１７２】
　前記コロイド粒子の分散媒が、水単独、又は有機溶媒に対する水の比率が高い場合には
、ケイ酸液による被覆処理も可能である。ケイ酸液とは、水ガラス等のアルカリ金属ケイ
酸塩の水溶液をイオン交換処理して脱アルカリしたケイ酸の低重合物の水溶液である。ケ
イ酸液を用いる場合には、前記コロイド粒子中にケイ酸液を所定量添加し、同時にアルカ
リを加えてケイ酸液を重合、ゲル化させ、ケイ酸重合物をコロイド粒子表面に沈着させる
。尚、ケイ酸液と上記アルコキシシランを併用して被覆処理を行うことも可能である。有
機ケイ素化合物又はケイ酸液の添加量は、コロイド粒子の表面をそれぞれの重合物が十分
に被覆できる程度とする。
【０１７３】
　更に、第四工程として、上記第三工程で得られたシリカ微粒子を５０～３００℃の範囲
で水熱処理することが好ましい。水熱処理温度を５０℃以上とすれば、最終的に得られる
シリカ微粒子又はシリカ微粒子分散液中のアルカリ金属酸化物及び／又はアンモニアの含
有量が効果的に低減して、塗工液の保存安定性や被膜強度が向上する。一方、水熱処理温
度を３００℃以下とすれば、該塗工液の保存安定性や被膜強度が向上し、シリカ微粒子の
凝集が抑制される。
【０１７４】
　第三工程までで得られたシリカ微粒子は、該微粒子表面に、イオン性不純物として各種
低分子化合物が存在する傾向が強い。イオン性不純物は、微粒子の原料中に含まれていた
ものや、製造工程で加えられた添加物等に起因するものである。従って、第四工程におい
て、前記イオン性不純物を水熱処理で除去することにより、シリカ微粒子表面の不純物量
を所定量以下にしやすくなる。
【０１７５】
　具体的には、シリカ微粒子中のアルカリ金属酸化物の含有量を、好ましくは１０ｐｐｍ



(34) JP 5217744 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

以下、さらに好ましくは５ｐｐｍ以下、特に好ましくは２ｐｐｍ以下とする。特に、アル
カリ金属酸化物の含有量を５ｐｐｍ以下とすることにより、シリカ微粒子を含む塗工液の
安定性が向上する。すなわち、塗工液を長期保存したような場合でも、該塗工液の粘度上
昇が抑えられ、優れた保存安定性が実現できる。また、アルカリ金属酸化物の含有量を上
記範囲とすることにより、シリカ微粒子表面とシランカップリング剤等の架橋形成基を導
入するための化合物との反応がより強固に起こると推察され、結果的に屈折率層の強度も
向上する（シランカップリング剤については後述する）。また、アルカリ金属酸化物の含
有量を１０ｐｐｍ以下とすることにより、製膜性及び得られる膜の強度を向上することが
できる。尚、アルカリ金属酸化物の含有量は、Ｍ2Ｏ（Ｍはアルカリ金属元素を表す）と
しての含有量を意味し、一般的な原子吸光法又はＩＣＰ　ＭＳ測定によって、含有量を測
定できる。
【０１７６】
　また、シリカ微粒子中のアンモニア（アンモニウムイオンを含む）の含有量は、好まし
くは２０００ｐｐｍ以下、さらに好ましくは１５００ｐｐｍ以下、特に好ましくは１００
０ｐｐｍ以下である。特に、アンモニアの含有量を１５００ｐｐｍ以下とすることにより
、シリカ微粒子を含む塗工液の安定性が向上する。すなわち、該塗工液を長期保存したよ
うな場合でも、塗工液の粘度上昇が抑えられ、優れた保存安定性を実現できる。また、ア
ンモニアの含有量を上記の範囲とすることにより、シリカ微粒子表面とシランカップリン
グ剤等の架橋形成基を導入するための化合物との反応がより強固に起こると推察され、結
果的に屈折率層の強度も向上する。また、アンモニアの含有量を２０００ｐｐｍ以下とす
ると、上記と同様に、製膜性及び得られる膜の強度を向上することができる。尚、シリカ
微粒子中のアンモニア（アンモニウムイオンを含む）の含有量は、ＮＨ3としての含有量
を意味し、一般的な化学分析法によって、含有量を測定できる。
【０１７７】
　シリカ微粒子中の不純物化合物の含有量を上記範囲とするため、第四工程（水熱処理工
程）を複数回繰り返しても良い。水熱処理を繰り返すことによって、得られるシリカ系微
粒子中のアルカリ金属酸化物及び／又はアンモニア（アンモニウムイオンを含む）の含有
量を低減することができる。
【０１７８】
＜３－２－１．中実微粒子＞
　本発明に係る中実微粒子は、該微粒子内部が多孔質でもなく空洞でもない微粒子をいう
。空隙を有しないため中空微粒子に比べ、外部から微粒子にかかる圧力（外圧）で潰れに
くく、耐圧性に優れる。そのため、該中実微粒子を含有する屈折率層の耐擦傷性を向上さ
せやすくなる。
【０１７９】
　本発明に係る中実微粒子の材料は、無機系、有機系のものを使用することができる。屈
折率層の押圧力に対する強度の向上を考慮し、無機材料を用いることが好ましい。
【０１８０】
　中実微粒子を無機材料で形成する場合、該中実微粒子の材料は、金属酸化物、金属窒化
物、金属硫化物、及び金属ハロゲン化物からなる群から選ばれる少なくとも一つであるこ
とが好ましい。中実微粒子を上記材料とすれば、高強度な微粒子が安定して得られる。
　より好ましいのは、中実微粒子の材料を、金属酸化物又は金属ハロゲン化物とすること
であり、さらに好ましいのは、金属酸化物又は金属フッ化物とすることである。これら材
料を用いると、さらに、屈折率が低く、反射防止層としての性能が良好となりやすい。
【０１８１】
　前記金属酸化物等に用いる金属元素としては、Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ａｌ、Ｓ
ｉ、Ｂが好ましく、Ｍｇ、Ｃａ、Ａｌ及びＳｉがさらに好ましい。斯かる金属元素を用い
ることにより、強度を高くし、屈折率を低くすることができる。金属元素は１種単独で又
は２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１８２】
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　本発明においては、屈折率層の屈折率をより低減するために、中実微粒子の屈折率は、
電離放射線硬化性樹脂の屈折率よりも小さいことが好ましい。シリカ（ＳｉＯ2）の屈折
率は１.４２～１.４６であり、電離放射線硬化性樹脂として好ましく用いられるアクリル
系樹脂の屈折率１.４９～１.５５よりも低い。このため、中実微粒子の材料は、シリカ（
ＳｉＯ2）を用いることが特に好ましい。
【０１８３】
＜３－２－２．中実微粒子の製造方法＞
　中実微粒子は、従来公知の製造方法で製造することができる。斯かる方法としては、例
えば、化学的手法であるゾルゲル法、物理的方法であるガス中蒸着法等を挙げることがで
きる。
【０１８４】
＜３－３．反応性中空微粒子と反応性中実微粒子の関係＞
　本発明に係る低屈折率層の一形態においては、低屈折率層に含有される反応性中実微粒
子の平均粒径Ｆ及び反応性中空微粒子の平均粒径Ｇは、以下の関係：
　　１０ｎｍ≦Ｆ≦４０ｎｍ；
　　３０ｎｍ≦Ｇ≦６０ｎｍ；且つ
　　Ｆ≦Ｇ、
をもつことが好ましく、Ｆ＋１０≦Ｇであることがさらに好ましい。
　また、本発明に係る低屈折率層においては、低屈折率層が、中実微粒子１００重量部に
対し、中空微粒子５重量部～５０重量部を含有することが好ましい。上記範囲とすること
により、前記低屈折率層中における反応性中空微粒子間の隙間に反応性中実微粒子が入り
込み、密に充填するため、該層表面の耐擦傷性、特に耐スチールウール性を向上させる効
果が特に高い。
【０１８５】
　本発明に係る低屈折率層の別の形態においては、低屈折率層に含有される中実微粒子の
平均粒径Ｆ及び中空微粒子の平均粒径Ｇは、以下の関係：
　　３０ｎｍ＜Ｆ≦１００ｎｍ；
　　３０ｎｍ≦Ｇ≦６０ｎｍ；且つ
　　Ｆ＞Ｇ、
をもつことが好ましく、Ｆ≧Ｇ＋１０であることがさらに好ましい。
　また、本発明に係る低屈折率層においては、低屈折率層が、中実微粒子１００重量部に
対し、中空微粒子５重量部～５０重量部を含有することが好ましい。前記低屈折率層にお
ける中実微粒子の体積占有率が大きくなり、前記低屈折率層の反射率を低減させる効果が
特に高い。
【０１８６】
　従来の表面処理による中空微粒子及び中実微粒子では、中実微粒子が中空微粒子に比べ
て大きい場合、異種微粒子同士の親和性が低いため同種の微粒子同士の凝集が起こりやす
く、その結果、屈折率層表面のヘイズが上がってしまっていた。それに対して、中空微粒
子及び中実微粒子が本発明の表面処理を用いることにより、中実微粒子が中空微粒子に比
べて大きい場合であっても、異種微粒子間の親和性が高く、層内において均一、且つ、密
に充填しやすい。また、粒径が大きい微粒子同士を混合するため充填された微粒子間の隙
間が大きくなり、空気が存在する。そのため、上記範囲を有することにより本発明の低屈
折率層は、反射率を低減する効果が特に高くなる。
【０１８７】
＜３－４．架橋形成基＞
　本発明に係る中空微粒子及び中実微粒子は、該微粒子表面を同一構造を有するか、又は
、構造上の相違があるとしても、電離放射線硬化性基については、その骨格が共通し、且
つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基１つ分の有無が異なるのみの範囲内であり、微粒子
表面に対する結合基については、その骨格が共通し、且つ、結合基に結合するスペーサ部
以外の基は、炭素原子数が１～３の炭化水素基１つ分の有無が異なるのみの範囲内であり
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、スペーサ部については、その骨格が共通し、且つ、炭素原子数が１～３の炭化水素基１
つ分又は異種原子を含み水素を除く構成原子数が１～３の官能基１つ分の有無が異なるの
みの範囲内か、或いは、骨格の炭素鎖長が炭素原子１～２個分異なるのみの範囲内である
類似構造を有する架橋形成基で修飾されている。架橋形成基を微粒子表面に導入するため
の化合物としては、例えば、カップリング剤を用いることができ、該カップリング剤とし
てはシランカップリング剤が好ましい。該シランカップリング剤は、微粒子表面に対する
結合基、スペーサ部及び電離放射線硬化性基からなる。
【０１８８】
　前記中実微粒子及び前記中空微粒子が、架橋形成基を有することにより、反応性中空微
粒子同士の凝集、及び反応性中実微粒子同士の凝集が起こり難く、該反応性中空微粒子及
び該反応性中実微粒子が均一、且つ、密に充填するため低屈折率層の硬さが向上する。
【０１８９】
　本発明で好適に用いられるシランカップリング剤としては、３－メタクリロキシプロピ
ルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロ
キシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－
メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチルジ
エトキシシラン、２－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、２－メタクリロキシ
プロピルトリエトキシシラン等を挙げることができる。
【０１９０】
＜３－４－１．結合基＞
　結合基とは、前記架橋形成基が前記中空微粒子及び前記中実微粒子に結合する部位であ
り、前記中空微粒子及び前記中実微粒子と共有結合を形成し得る基を意味する。具体例と
して、上記シランカップリング剤の一つである３‐メタクリロキシプロピルトリメトキシ
シランを例とすると、下記化学式（６）において、シランカップリング剤１である３－メ
タクリロキシプロピルトリメトキシシランの－Ｓｉ(ＯＣＨ3)3部分２が加水分解等により
反応し、結合基となる。
【０１９１】
【化７】

【０１９２】
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＜３－４－２．スペーサ部＞
　本発明に係るスペーサ部とは、架橋形成基において、前記結合基と後述する電離放射線
硬化性基を繋ぐ部位であり、該架橋形成基に有機成分よりなる電離放射線硬化性樹脂との
親和性を付与する機能も有する。具体例として上記シランカップリング剤の一つである３
－メタクリロキシプロピルトリメトキシシランを例とすると、上記化学式（６）において
、シランカップリング剤１である３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシランの－Ｃ
ＯＯ(ＣＨ2)3部分３がスペーサ部に該当する。
【０１９３】
＜３－４－３．電離放射線硬化性基＞
　本発明に係る電離放射線硬化性基とは、低屈折層を形成する必須成分である電離放射線
硬化性型樹脂と、電離放射線の照射により、重合反応又は架橋反応が進行し硬化し得る官
能基である。該硬化性基は、前記電離放射線硬化性樹脂と重合することで屈折率層の強度
を向上させる機能を有する。
【０１９４】
　斯かる電離放射線硬化性基としては、例えば、光ラジカル重合、光カチオン重合、光ア
ニオン重合のような重合反応、あるいは、光二量化を経て進行する付加重合又は縮重合等
の反応形式により反応が進行するものが挙げられる。特に、（メタ）アクリロイル基、ビ
ニル基、アリル基等のエチレン性不飽和結合を有する基は、紫外線や電子線等の電離放射
線の照射により、直接又は開始剤の作用を受けて間接的に光ラジカル重合反応を生じさせ
ることができるため、光硬化工程を含む取り扱いが比較的容易である。これらの中でも、
生産性に優れ、また、硬化後の屈折率層における機械強度のコントロールが容易であるこ
とから、電離放射線硬化性基としては（メタ）アクリロイル基が好ましい。
【０１９５】
　具体例として上記シランカップリング剤の一つである３－メタクリロキシプロピルトリ
メトキシシランを例とすると、上記化学式（６）において、シランカップリング剤１であ
る３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシランのＣＨ2＝Ｃ(ＣＨ3)－部分４が電離放
射線硬化性基に該当する。
【０１９６】
　図２乃至図３は、架橋形成基を導入するための化合物の一種であるシランカップリング
剤を用いた場合を例とした、前記架橋形成基による前記微粒子表面の修飾の機構を模式的
に示した図である。
　図２では、第一段階として、シランカップリング剤１０１が、加水分解反応１１０によ
り、結合基を有する架橋形成基１０２を生成し、
　続いて第二段階として、前記架橋形成基１０２が、微粒子表面の極性基１０３との水素
結合１１１により、微粒子表面の極性基と水素結合した架橋形成基１０４を形成する。
　さらに第三段階として、前記水素結合した架橋形成基１０４が、加熱及び脱水反応１１
２により、目的とする、架橋形成基により表面を修飾された微粒子１０５が生成する。
【０１９７】
　図３は、第一段階として、シランカップリング剤１０１が、加水分解反応１１０により
、結合基を有する架橋形成基１０２を生成し、
　続いて第二段階として、前記架橋形成基１０２が、脱水縮合反応１１３により、脱水縮
合した架橋形成基１０６を生成する。
　さらに第三段階として、前記脱水縮合した架橋形成基１０６が微粒子表面の極性基１０
３と水素結合１１１により、微粒子表面の極性基と水素結合した架橋形成基の脱水縮合体
１０７を形成する。
　第四段階として、前記脱水縮合体１０７が、加熱及び脱水反応１１２により、目的とす
る、脱水縮合した架橋形成基により表面を修飾された微粒子１０８が生成する。
【０１９８】
　シリカ微粒子へのシランカップリング剤の処理量は、シリカ微粒子に対して、好ましく
は１重量％以上、より好ましくは２重量％以上とする。上記範囲とすれば、電離放射線硬
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化型樹脂に対するシリカ微粒子の親和性を良好にできる。一方、シリカ微粒子へのシラン
カップリング剤の処理量は、シリカ微粒子に対して好ましくは２００重量％以下、より好
ましくは１５０重量％以下とする。上記範囲とすれば、シリカ微粒子の処理に使用されな
かった遊離のシランカップリング剤の発生を良好に抑制でき、外部衝撃に対する復元性が
向上し、割れや傷の発生が抑制される。
【０１９９】
　シランカップリング剤によるシリカ微粒子表面の修飾方法としては、有機溶剤への分散
性と、電離放射線硬化性樹脂との親和性とを向上させることができれば、特に制限されず
、従来の方法により処理することができる。例えば、シリカ微粒子の分散液に所定量のシ
ランカップリング剤を加え、必要に応じて、酸処理、アルカリ処理、又は加熱処理をする
ことにより、シリカ微粒子の表面を修飾することができる。
【０２００】
　また、上記した以外のシランカップリング剤を用いる場合、好適なものの見分け方とし
ては、修飾後の微粒子表面が疎水性、又は親水性かで見分ける。具体的な見分け方として
は、該シランカップリング剤を用いて微粒子表面を修飾し、乾燥させた後にメノウ乳鉢等
を用いて大きさ１ｍｍ以下の微粉末状としたものが水に浮くかどうかで見分ける。
【０２０１】
　本発明においては、全てのシランカップリング剤がシリカ微粒子表面に導入されず、単
量体又は縮合体として、電離放射線硬化性樹脂等を含む層形成用組成物中に存在してもよ
い。シランカップリング剤は、電離放射線硬化性樹脂やシリカ微粒子との親和性に優れる
ため、シリカ微粒子を前記組成物中で安定的に分散させることができる。また、シランカ
ップリング剤は、電離放射線や加熱による硬化の際に、膜中に取りこまれて架橋剤として
作用するため、シランカップリング剤全量がシリカ微粒子表面に導入された場合と比べて
、屈折率層の性能が向上しやすくなる。
【０２０２】
　上記は中空微粒子及び中実微粒子をシリカで形成した場合だが、シリカ以外の材料で該
微粒子を形成する場合には、それぞれの材料に適した表面修飾を適宜行えばよい。
【０２０３】
　また、上記カップリング剤以外の化合物でも、上記特性を具備するものであれば、本発
明に係る架橋形成基を導入するための化合物として用いて良い。
【０２０４】
＜３－５．低屈折率層の硬化性バインダー系＞
　本発明に係る低屈折率層において、硬化性バインダー系の構成成分とは、前記反応性中
空微粒子、前記反応性中実微粒子、及び低屈折率層の必須成分である前記ハードコート層
形成用組成物に含まれるレベリング剤Ａとは異なる種類の少なくとも１種のレベリング剤
（レベリング剤Ｂ）以外の成分であり、必須成分としてバインダーの硬化性樹脂としての
電離放射線硬化性樹脂を含み、必要に応じて電離放射線硬化性樹脂以外の硬化性樹脂、非
重合性ポリマー成分、重合開始剤等の硬化後に低屈折率層のマトリクスとなるものを表す
。
【０２０５】
＜３－５－１．電離放射線硬化性樹脂＞
　本発明において、電離放射線硬化性樹脂とは、電離放射線の照射により反応させ、硬化
し得る樹脂である。該樹脂は、塗膜とした時に光が透過する透光性のものが好ましい。
　上記電離放射線硬化性樹脂の低屈折率層中の含有量は、好ましくは１０重量％以上、さ
らに好ましくは２０重量％以上、特に好ましくは３０重量％以上である。一方、好ましく
は７０重量％以下、さらに好ましくは６０重量％以下、特に好ましくは５０重量％以下で
ある。上記範囲内とすれば低屈折率でありながら実使用上問題が無い膜強度が発揮されや
すい。
【０２０６】
　電離放射線硬化性樹脂を形成する材料は、反射防止性能を確保するための適切な屈折率



(39) JP 5217744 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

を有し、光透過性基材との接着性が確保しやすく、屈折率層の機械的強度を確保しやすい
材料であればよい。
【０２０７】
　電離放射線硬化性樹脂中に、１分子中に少なくとも１つ以上の水素結合形成基と、３つ
以上の電離放射線硬化性基とを有する化合物が含まれることが好ましい。これにより、硬
化した電離放射線硬化性樹脂の少なくとも一部が、１分子中に少なくとも１つ以上の水素
結合形成基と、３つ以上の電離放射線硬化性基とを有する化合物で形成される。
【０２０８】
　電離放射線で硬化する電離放射線硬化性基と、単独又は硬化剤との併用により熱硬化す
る水素結合形成基とを有する化合物を用いることにより、電離放射線硬化性樹脂を含む低
屈折率層形成用組成物を被塗工体の表面に塗布、乾燥し、電離放射線の照射と加熱とを併
用して行った際に、塗膜内に架橋結合等の化学結合が形成され、塗膜を効率的に硬化させ
やすくなる。また、中空微粒子及び中実微粒子を無機微粒子（特にシリカ）で形成した場
合、該微粒子の表面に存在する水酸基と、上記化合物とが共有結合を形成しやすくなり、
低屈折率層の強度の向上を図ることができる。この場合、中空微粒子や中実微粒子と、硬
化した電離放射線硬化性樹脂とが架橋結合を形成することになる。
【０２０９】
　１分子中に少なくとも１つ以上の水素結合形成基と、３つ以上の電離放射線硬化性基と
を有する化合物に用いられる電離放射線硬化性基としては、例えば、光ラジカル重合、光
カチオン重合、光アニオン重合等の重合反応、光二量化を経て進行する付加重合反応、又
は縮重合反応が進行する官能基が挙げられる。特に、（メタ）アクリロイル基、ビニル基
、アリル基等のエチレン性不飽和結合を有する基は、紫外線や電子線等の電離放射線の照
射により、直接又は開始剤の作用を受けて間接的に光ラジカル重合反応を生じさせること
ができるため、光硬化工程を含む取り扱いが比較的容易である。斯かる官能基の中でも、
（メタ）アクリロイル基は、生産性に優れ、また、硬化後の屈折率層における機械強度の
コントロールが容易であるため好ましい。
【０２１０】
　１分子中に少なくとも１つ以上の水素結合形成基と、３つ以上の電離放射線硬化性基と
を有する化合物に用いられる水素結合形成基としては、例えば、アルコキシ基、水酸基、
カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基等を挙げることができる。斯かる官能基の中でも
水酸基は、中空微粒子や中実微粒子を無機微粒子（特にシリカ）で形成した場合に、これ
ら無機微粒子との親和性にも優れるため、無機微粒子の電離放射線硬化性樹脂中での分散
性を向上させることができる。水酸基は、前記化合物への導入が容易であり、また、中空
微粒子や中実微粒子を無機微粒子とした場合に、これら微粒子表面の水酸基に吸着するた
め、塗工液や膜中に均一に分散させることができる。従って、塗工液の寿命が向上すると
ともに、中空微粒子や中実微粒子の凝集による膜の透明性低下や膜強度の低下が起こり難
い膜を形成することができる。
【０２１１】
　１分子中に少なくとも１つ以上の水素結合形成基と、３つ以上の電離放射線硬化性基と
を有する化合物としては、通常、水酸基等の水素結合形成基を持つものが用いられる。水
素結合形成基は、合成時に副生され、モノマーの一部として混在するものであってもよい
。具体的には、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ジ（
メタ）アクリレートモノステアレート等のジ（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）アクリレート等のト
リ（メタ）アクリレート；ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート誘導体、ジ
ペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート等の多官能（メタ）アクリレート等を
挙げることができる。
【０２１２】
　これらに加え、水酸基残基を有するエポキシアクリレート樹脂（例えば、共栄社化学（
株）製「エポキシエステル」や昭和高分子（株）製「リポキシ」等がある）や、ウレタン
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介して重付加によって得られる樹脂。例えば、日本合成化学工業（株）製「紫光（登録商
標）」や共栄社化学（株）製「ウレタンアクリレート」がある）等の、水素結合形成基を
含有する数平均分子量（ゲル浸透クロマトグラフィー；ＧＰＣ（Ｇｅｌ　Ｐｅｒｍｅａｔ
ｉｏｎ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ）法で測定したポリスチレン換算数平均分子量）
が２万以下のオリゴマー類も好ましく用いられる。
【０２１３】
　これらのモノマー類やオリゴマー類は、膜の架橋密度を高める効果に優れていることに
加え、数平均分子量が２万以下と小さいので流動性が高く、塗工適性に優れる。
【０２１４】
　さらに、必要に応じて、水素結合形成基を有するモノマーを含む（共）重合体であって
、主鎖や側鎖に（メタ）アクリレート基を有する数平均分子量２万以上の反応性ポリマー
等も好ましく使用することができる。これらの反応性ポリマーは、例えば、「マクロモノ
マー」（東亞合成（株）製）等の市販品を使用することもでき、また、メタクリル酸メチ
ルとグリシジルメタクリレートとの共重合体を予め重合しておき、後から共重合体のグリ
シジル基と、メタクリル酸やアクリル酸のカルボキシル基と縮合させることで、（メタ）
アクリレート基を有する反応性ポリマーを得てもよい。尚、本発明において、(共）重合
体とは、重合体及び／又は共重合体を意味する。
【０２１５】
　本発明においては、数平均分子量が２万以下のモノマー及び／又はオリゴマーと数平均
分子量が２万以上のポリマーを適宜組み合わせ、屈折率層の諸性質を容易に調節すること
が可能である。
【０２１６】
　１分子中に少なくとも１つ以上の水素結合形成基と、３つ以上の電離放射線硬化性基と
を有する化合物の含有量は、電離放射線硬化性樹脂１００重量部に対して、好ましくは１
０重量部以上、さらに好ましくは３０重量部以上とする。一方、該化合物の含有量は、該
塗工液１００重量部に対して、好ましくは１００重量部以下とする。上記範囲とすれば、
屈折率層の機械的強度を強くすることができる。
【０２１７】
＜３－６．低屈折率層のレベリング剤＞
　本発明に係る低屈折率層は、先述した理由により、硬化させる前の低屈折率層形成用組
成物に含まれるレベリング剤Ｂに加えて、ハードコート層形成用組成物に含まれるレベリ
ング剤Ａを含有する。低屈折率層の硬化性バインダー系に含有させるレベリング剤Ｂとし
ては、少なくとも該バインダーとの反応性を有し、特に電離放射線硬化型樹脂、反応性中
空微粒子及び反応性中実微粒子の何れに対しても相溶性を有する反応性ケイ素系レベリン
グ剤が好ましい。
【０２１８】
　反応性ケイ素系レベリング剤は、分子量が小さすぎる（分子量５０００未満）と層表面
に移行しにくく、機能が発生しない。また、分子量が大きすぎる（分子量１０万以上）と
、低屈折率層形成用組成物に含まれるバインダーとの相溶性が悪化して良好な塗膜が得ら
れない。したがって、その重量平均分子量として通常５０００～１０万であり、１万～５
万であり、１万～２万であるものが好ましい。尚、重量平均分子量は、上記非反応性フッ
素系レベリング剤と同様にして測定できる。
【０２１９】
　前記ケイ素系レベリング剤としては、下記化学式（１）に示す構造を有する化合物が好
ましい。



(41) JP 5217744 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

【化８】

　式中、Ｒaはメチル基等の炭素数１～２０のアルキル基やフェニル基を示し、Ｒbは非置
換、もしくはアミノ基、エポキシ基、カルボキシル基、水酸基、アクリロイル基及び／又
はメタクリロイル基で置換された炭素数１～２０のアルキル基、炭素数１～３のアルコキ
シ基、又はポリエーテル変性基を示し、各Ｒa、Ｒbは互いに同一でも異なっていても良い
。また、ｍは０～２００、ｎは０～２００の整数である。
【０２２０】
　化学式（１）で表わされる化合物において、各Ｒa同士、各Ｒb同士及びＲaとＲbは互い
に同一でも異なっていても良い。具体例を挙げて説明すると、前記化学式（１）中のＲa

の一つがメチル基、残りのＲaがエチル基、Ｒbの一つがプロピル基、残りのＲbがメチル
基であっても良い。また、他の例としては、上記化学式（１）中のＲaの全てがメチル基
、Ｒbが全てエチル基であっても良い。
【０２２１】
　これらケイ素化合物は、期待する効果の程度に応じて単独で用いても良く、２種以上を
混合して用いても良い。これらの化合物を適宜組み合わせることにより、防汚性、撥水撥
油性、滑り性、耐擦過性、耐久性、レベリング性等の諸性質を調節し、目的とする機能を
発現させることができる。
【０２２２】
　上記化学式のような基本骨格を持つケイ素化合物は、一般に表面張力が低く、撥水性や
離型性に優れていることが知られているが、側鎖又は末端に種々の官能基を導入すること
で、更なる効果を付与しやすくなる。例えば、アミノ基、エポキシ基、カルボキシル基、
水酸基、(メタ)アクリロイル基、アルコキシ基等を導入することにより反応性を付与しや
すくなり、前記電離放射線硬化型樹脂（バインダー）との化学反応により架橋結合を形成
しやすくなる。
【０２２３】
　このようなケイ素化合物は、市販の製品として入手することができ、例えば、ポリエー
テル変性シリコーンオイルＴＳＦ４４６０(商品名、ＧＥ東芝シリコーン（株）製）、Ｘ
２２－１６４Ｅ（商品名、信越シリコーン（株）製）等、目的に合わせて種々の変性シリ
コーンオイルを入手できる。
【０２２４】
　前記低屈折率層形成用組成物に含有されるレベリング剤Ｂの含有量は０.０１重量％以
上５重量％以下が好ましく、さらに０.０３重量％以上３重量％以下であることが好まし
い。０.０１重量％以上とすることにより、低屈折率層表面に十分な平坦性及び滑り性を
付与できる。５重量％以上であると、半硬化したハードコート層から低屈折率層へ移行し
てくるレベリング剤Ａと相分離しやすくなり、低屈折率層の白濁やヘイズの上昇等による
透明性の低下が起こるため好ましくない。
【０２２５】
　低屈折率層は、必要に応じて、上記したような電離放射線硬化性樹脂以外のバインダー
成分を含んでもよい。さらに、後述する低屈折率層形成用組成物には、溶剤、重合開始剤
、硬化剤、架橋剤、紫外線遮断剤、紫外線吸収剤等の成分が含まれていても良い。上記材
料のうち、一例として重合開始剤及び硬化剤について以下説明する。
【０２２６】
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＜３－７．その他の成分＞
　重合開始剤は、本発明においては必ずしも必要ではない。しかしながら、電離放射線硬
化性樹脂、並びに任意成分である、及び、他のバインダー成分の電離放射線硬化性基が、
電離放射線照射によって直接重合反応を生じにくい場合には、反応性中空微粒子、反応性
中実微粒子及び他のバインダー成分の反応形式に合わせて、適切な開始剤を用いるのが好
ましい。
【０２２７】
　例えば、電離放射線硬化型樹脂組成物の電離放射線硬化性基が（メタ）アクリロイル基
である場合には、光ラジカル重合開始剤を用いる。光ラジカル重合開始剤としては、例え
ば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ケタール類、アントラキノン類、チオキサン
トン類、アゾ化合物、過酸化物、２，３－ジアルキルジオン化合物類、ジスルフィド化合
物類、チウラム化合物類、フルオロアミン化合物等を挙げることができる。より具体的に
は、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、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、ベンジルジメチルケトン、
１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、２－
ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－（４－イソプロピルフ
ェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、２－ヒドロキシ－１－｛４
－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル｝－２
－メチル－プロパン－１－オン、ベンゾフェノン等を挙げることができる。これらのうち
でも、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、及び、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、２－ヒドロキシ－
１－｛４－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニ
ル｝－２－メチル－プロパン－１－オン、は、少量でも電離放射線の照射による重合反応
を開始し、促進するので好ましい。上記光ラジカル重合開始剤は、いずれか一方を単独で
、又は、両方を組み合わせて用いることができる。
　これらは市販のものを用いてもよく、例えば、２－ヒドロキシ－１－｛４－［４－（２
－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル｝－２－メチル－プ
ロパン－１－オンは、イルガキュア１２７（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１２７）の商品名（イル
ガキュア、Ｉｒｇａｃｕｒｅは登録商標）でチバ・スペシャリティ・ケミカルズ（株）か
ら入手できる。
【０２２８】
　光ラジカル重合開始剤を用いる場合には、電離放射線硬化性樹脂を主体とするバインダ
ーの合計１００重量部に対して、光ラジカル重合開始剤を通常は３重量部以上、１５重量
部以下の割合で配合する。
【０２２９】
　硬化剤は、通常、電離放射線硬化性樹脂の一部に含まれる水素結合形成基の熱硬化反応
を促進するために配合される。また、中空微粒子及び中実微粒子をシリカで形成し、中実
微粒子の少なくとも一部を表面処理されたシリカ微粒子とする場合には、表面に存在する
シラノール基、表面処理に用いたシランカップリング剤、及び該シランカップリング剤の
縮合体の未反応部等の熱硬化反応を促進するために、硬化剤が配合される。
【０２３０】
　熱硬化性極性基が水酸基である場合には、硬化剤としては、通常、メチロールメラミン
等の塩基性基を有する化合物、又は、金属アルコキシド等の加水分解により水酸基を発生
する加水分解性基を有する化合物を挙げることができる。塩基性基としては、アミン、ニ
トリル、アミド、イソシアネート基が好ましく用いられ、加水分解性基としては、アルコ
キシ基が好ましく用いられる。後者の場合は特に、下記化学式（７）で表されるアルミニ
ウム化合物及び／又はその誘導体が、水酸基との相性が良く、特に好ましく用いられる。
【０２３１】
　化学式（７）
　　ＡｌＲ3
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（化学式（７）中、残基Ｒ3は、同一でも異なってもよく、ハロゲン、炭素数１０以下、
好ましくは４以下のアルキル、アルコキシ、アシルオキシ、又はヒドロキシであり、これ
らの基は全部又は一部がキレート配位子により置き換えられていてもよい）。
【０２３２】
　なお、上記化合物は、アルミニウム化合物及び／又はそこから誘導されるオリゴマー及
び／又は錯体、並びに無機又は有機酸のアルミニウム塩の中から選定することができる。
【０２３３】
　具体的には、アルミニウム－ｓｅｃ－ブトキシド、アルミニウム－ｉｓｏ－プロポキシ
ド、及びそのアセチルアセトン、アセト酢酸エチル、アルカノールアミン類、グリコール
類、及びその誘導体との錯体等を挙げることができる。
【０２３４】
　硬化剤を用いる場合には、電離放射線硬化性樹脂を主体とする硬化性バインダー系の合
計１００重量部に対して、硬化剤を通常は０.０５重量部以上、３０.０重量部以下の割合
で配合する。
【０２３５】
＜３－８．低屈折率層形成用組成物＞
　上記必須成分である、電離放射線硬化性樹脂、及びハードコート層形成用組成物に含ま
れるレベリング剤Ａとは異なる少なくとも１種のレベリング剤Ｂに、必要に応じて各所望
成分を加えたものを、一般的な調製法に従って溶剤に分散処理することにより低屈折率層
形成用組成物を作製する。そして、該組成物を半硬化したハードコート層上に塗布し、そ
の後乾燥、硬化することにより低屈折率層を形成できる。以下、溶剤、及び低屈折率層形
成用組成物の調製方法について説明する。
【０２３６】
＜３－８－１．溶剤＞
　バインダーとして電離放射線硬化性樹脂を比較的多量に用いる場合には、樹脂中のモノ
マー及び／又はオリゴマーが、液状媒体としても機能し得るので、溶剤を用いなくても塗
工液の状態に調製できる場合がある。従って、適宜、固形成分を溶解分散し、濃度を調整
して、塗工性に優れた層形成用組成物を調製するために溶剤を使用すれば良い。
【０２３７】
　低屈折率層の固形成分を溶解分散するために用いる溶剤は、特に制限されず、種々の有
機溶剤、例えば、イソプロピルアルコール、メタノール、エタノール等のアルコール類；
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；酢酸エ
チル、酢酸ブチル等のエステル類；ハロゲン化炭化水素；トルエン、キシレン等の芳香族
炭化水素；又はこれらの混合物を挙げることができる。
【０２３８】
　上記溶媒の中でも、ケトン系の有機溶剤を用いるのが好ましい。ケトン系溶剤を用いて
層形成用組成物を調製すると、透明基材表面に容易に薄く均一に塗布しやすくなり、且つ
、塗工後において溶剤の蒸発速度が適度で乾燥むらを起こし難いので、均一な厚さの大面
積塗膜を容易に得やすくなる。
【０２３９】
　上記溶媒をケトン系の有機溶媒とすることが好ましいもう一つの理由は、表面に微少な
凹凸を有するハードコート層の上に低屈折率層を形成する際に、均一に塗工しやすく、塗
工むらを防止しやすいためである。
【０２４０】
　ケトン系溶剤としては、１種のケトンからなる単独溶剤、２種以上のケトンからなる混
合溶剤、及び１種又は２種以上のケトン系溶剤と共に他の溶剤を含有しケトン溶剤として
の性質を失っていない異種混合溶剤を挙げることができる。これらのうち、異種混合溶剤
を用いることが好ましく、この場合、ケトン系溶剤は、溶剤全体の７０重量％以上、特に
８０重量％以上含有させることが好ましい。
【０２４１】
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　溶剤の量は、各成分を均一に溶解、分散することができ、調製後放置しても中空微粒子
や中実微粒子が凝集せず、且つ、塗工時に希薄すぎない濃度となるように適宜調節する。
この条件が満たされる範囲内で溶剤の添加量を少なくして高濃度の組成物を調製すること
が好ましい。そうすることにより、容量を少なくした状態で保存でき、塗工作業時に適度
な濃度に希釈して使用することができる。低屈折率層の固形分と溶剤の合計量を１００重
量部とした時に、低屈折率層の全固形分０.５～５０重量部に対して、溶剤を５０～９５.
５重量部、さらに好ましくは、低屈折率層の全固形分１０～３０重量部に対して、溶剤を
７０～９０重量部の割合で用いることにより、特に分散安定性に優れ、長期保存に適した
低屈折率層形成用組成物が得られる。
【０２４２】
＜３－８－２．低屈折率層用組成物の調製＞
　低屈折率層形成用組成物は、通常、溶剤に上記必須成分である、電離放射線硬化性樹脂
、及びハードコート層形成用組成物に含まれるレベリング剤Ａとは異なる少なくとも１種
のレベリング剤（レベリング剤Ｂ）に、必要に応じて各所望成分を加えたものを、一般的
な調製法に従って、混合し分散処理することにより調製される。混合分散には、ペイント
シェーカー又はビーズミル等を用いることができる。
【０２４３】
＜４．移行層＞
　本発明に係る反射防止フィルムにおいて、移行層とは、前記ハードコート層と前記低屈
折率層が相溶してなる領域である。該移行層は、透明基材の一面側に、ハードコート層形
成用組成物を塗布し、半硬化させた後、半硬化状態のハードコート層上に、前記低屈折率
層形成用組成物を塗布し、完全に硬化させることにより形成される。該移行層は、上記半
硬化をさせる工程を経ることでほとんどの場合に形成される。
　移行層は、前記ハードコート層の成分及び前記低屈折率層の成分が混入し、前記ハード
コート層及び前記低屈折率層の密着性を高める効果と耐擦傷性を有する。移行層を形成す
ることで、特にハードコート層と低屈折率層の硬さが極端に違う（ハードコート層が硬く
低屈折率層が柔らかい）場合、移行層がハードコート層と低屈折率層の中間的な硬さとな
り、クッション性が出るため、低屈折率層に応力が集中せず低屈折率層の耐擦傷性が向上
する。
　移行層は、反射防止フィルムの厚さ方向断面のＴＥＭ写真により確認できる。ＴＥＭ写
真において、移行層は、ハードコート層及び低屈折率層と比べると明暗が異なる領域層と
して確認できる。
【０２４４】
＜５．反射防止フィルムの製造方法＞
　本発明に係る反射防止フィルムの製造方法は、透明基材の一面側に、バインダー及び少
なくとも１種のレベリング剤Ａを含有するハードコート層形成用組成物を塗布し、半硬化
させた後、半硬化状態のハードコート層上に、バインダー及び、前記ハードコート層形成
用組成物に含有させたものと異なるレベリング剤Ｂを含有する低屈折率層形成用組成物を
塗布し、完全に硬化させることを特徴とする。
【０２４５】
　半硬化の状態においては、組成物の溶剤が浸透しやすく、半硬化状態の移行層を通じて
ハードコート層及び低屈折率層を形成しているレベリング剤及びレベリング剤以外の成分
が互いの層に移行する。
　通常、ハードコート層形成用組成物又は低屈折率層形成用組成物に異なる２種（又はそ
れ以上）のレベリング剤を含有させて、塗布前の組成物中で混合しただけでは、該レベリ
ング剤は相分離するか、又は最終的に必要な機能（防汚性、指紋拭取り性、耐擦傷性）が
得られないが、この半硬化状態を経て一方のレベリング剤を移行させることにより、低屈
折率層において異なる２種のレベリング剤（レベリング剤Ａ及びレベリング剤Ｂ）が、相
分離、白濁せずに、均一に分散し、特に低屈折率層の表面に均一に存在できるようになる
。この理由は定かではないが、通常、異なる２種以上のレベリング剤を混合して用いた場
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合には、各レベリング剤が自由に運動（移行）できる状態にあり、各レベリング剤が均一
に分散した状態から同種のレベリング剤が凝集し、相分離を起こすが、半硬化の状態を経
ることにより、硬化しつつある、又は硬化した低屈折率層ににおいて、低屈折率層形成用
組成物に含まれる少なくともバインダーと反応性を有するレベリング剤Ｂがバインダーや
レベリング剤同士などと架橋反応することで、その運動（移行）が制限され、その隙間を
半硬化状態であったハードコート層からレベリング剤Ａが低屈折率層の表面に向かって移
行（すなわち、マイグレーション）し、その表面に均一に存在できるようになると考えら
れる。
【０２４６】
　従って、本発明に係る反射フィルムの製造方法を用いることにより、異なる２種類以上
のレベリング剤を組み合わせて用いる際に、低屈折率層のヘイズを低く抑えたまま、組み
合わせたすべてのレベリング剤（例えば、レベリング剤Ａ及びＢ）の特性を十分に発揮さ
せることが可能となる。ヘイズを低く抑えられる例としては、表面に凹凸のないミラー状
のクリア系反射防止フィルムの場合、ヘイズは、透明基材フィルムとほぼ同じまま（０.
２～０.４％　ＪＩＳ Ｋ－７１３６に従って反射・透過率計ＨＭ－１５０（村上色彩技術
研究所）で測定）、反射防止性能や透過率などを良好にすることができる。
　以下、本発明に係る反射防止フィルムの製造方法について説明する。
【０２４７】
＜５－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調製＞
　透明基材上に、前記ハードコート層形成用組成物をバーコーティング等の方法により塗
布し、乾燥により溶剤を除去した後、紫外線照射装置（フュージョンＵＶシステムジャパ
ン（株）製、光源Ｈバルブ）を用いて照射量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、ハー
ドコート層を半硬化させる。
【０２４８】
＜５－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の完全硬
化＞
　前記半硬化させたハードコート層上に前記低屈折率層形成用組成物をバーコーティング
等の方法により塗布し、乾燥により溶剤を除去した後、紫外線照射装置（フュージョンＵ
Ｖシステムジャパン（株）製、光源Ｈバルブ）を用いて照射量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外
線照射を行い、ハードコート層及び低屈折率層を完全硬化させ、反射防止フィルムを得る
。
【０２４９】
　本発明は、上記形態に限定されるものではない。上記形態は例示であり、本発明の特許
請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏す
るものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０２５０】
　以下、本発明について実施例及び比較例を示して具体的に説明する。これらの記載によ
り本発明を制限するものではない。尚、実施例中、部は特に特定しない限り重量部を表す
。
【０２５１】
＜６－１．低屈折率層用粒子の調製＞
＜製造例１－１：表面修飾された中空粒子（表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１））の調
製＞
　中空粒子として、平均粒径５０ｎｍの中空シリカ微粒子（触媒化成工業（株）製）のイ
ソプロパノール分散液を、ロータリーエバポレーターを用いてイソプロピルアルコールか
らメチルイソブチルケトン（以下、ＭＩＢＫという場合がある）に溶媒置換を行い、シリ
カ微粒子２０重量％の分散液を得た。このメチルイソブチルケトン分散液１００重量％に
３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを５重量％添加し、５０℃で１時間
加熱処理することにより、表面処理された中空シリカ微粒子２０重量％のメチルイソブチ
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ルケトン分散液を得た。
　このようにして得られた表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）は、日機装（株）社製Ｍ
ｉｃｒｏｔｒａｃ粒度分析計により測定した結果、ｄ５０＝５０ｎｍの平均粒径を有して
いた。
【０２５２】
＜製造例１－２：表面修飾された中実粒子（表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１））の調
製＞
　中実粒子として、平均粒径１２ｎｍのメチルイソブチルケトン分散シリカゾル（ＭＩＢ
Ｋ－ＳＴ：商品名、日産化学工業（株）製。シリカ固形分２０重量％）１００重量部に３
－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシランを５重量％添加し、５０℃で１時間加
熱処理することにより、表面処理された中実シリカ微粒子２０重量％のメチルイソブチル
ケトン分散液を得た。
　このようにして得られた表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）は、上記粒度分析計によ
り測定した結果、ｄ５０＝１２ｎｍの平均粒径を有していた。
【０２５３】
（製造例２)
＜６－２．ハードコート層用反応性無機微粒子Ａ（１）の調製＞
（１）表面吸着イオン除去
　粒径９０ｎｍの水分散コロイダルシリカ（スノーテックスＺＬ、商品名、日産化学工業
（株）製、ｐＨ９～１０）を陽イオン交換樹脂（ダイヤイオンＳＫ１Ｂ、三菱化学（株）
製）４００ｇを用いて３時間イオン交換を行い、次いで、陰イオン交換樹脂（ダイヤイオ
ンＳＡ２０Ａ、三菱化学（株）製）２００ｇを用いて３時間イオン交換を行った後、洗浄
し固形分濃度２０重量％の無機微粒子の水分散体を得た。
　この時、無機微粒子の水分散体のＮａ2Ｏ含有量は、無機微粒子当たり各７ｐｐｍであ
った。
（２）表面処理（単官能モノマーの導入）
　上記（１）の処理を行った無機微粒子の水分散液１０ｇに１５０ｍｌのイソプロパノー
ル、４.０ｇの３，６，９－トリオキサデカン酸、及び４.０ｇのメタクリル酸を加え、３
０分間撹拌し混合した。
　得られた混合液を、６０℃で５時間加熱しながら撹拌し、無機微粒子表面にメタクリロ
イル基が導入された無機微粒子分散液を得た。得られた無機微粒子分散液を、ロータリー
エバポレーターを用いて蒸留水、及びイソプロパノールを留去させ、乾固させないように
メチルエチルケトンを加えながら、最終的に残留する水やイソプロパノールを０.１重量
％とし、固形分５０重量％のシリカ分散メチルエチルケトン溶液を得た。
　このようにして得られた反応性無機微粒子Ａ（１）は、上記粒度分析計により測定した
結果、ｄ５０＝９０ｎｍの平均粒径を有していた。また、無機微粒子表面を被覆する有機
成分量は、熱重量分析法により測定した結果４.０５×１０-3ｇ／ｍ2であった。
【０２５４】
（製造例３）
＜６－３．帯電防止剤の合成＞
　攪拌装置、還流冷却管、滴下漏斗及び窒素導入管を備えたフラスコ中に、アルキルメタ
クリレート（ドデシルメタクリレートとトリデシルメタクリレート混合アルキルエステル
・平均分子量２６３）（ＳＬＭＡ）５０部、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）１０部、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート（ＤＭＭＡ）４０部、エタノール２１０部、
触媒としてアゾビスイソブチロニトリル１.２部を入れ、窒素雰囲気下において８０℃で
６時間反応させた。重合終了後、得られた共重合体の溶液にベンジルクロライド８０部を
滴下し、６０℃で８時間反応させることによって、カチオン性共重合体を含有する帯電防
止剤を製造した。ＧＰＣ法によるこの帯電防止剤の数平均分子量は2,300であった。
【０２５５】
（製造例４）
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＜６－４－１．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　下記組成の成分を混合して低屈折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　平均粒径ｄ５０＝１２ｎｍの表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）（中実シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：０.４重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）：
： １.２重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
：０.４重量部
　反応性ケイ素系レベリング剤：Ｘ－２２－１６４Ｅ（商品名、信越化学工業（株）製）
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７（商品名、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：８３．５重量部
【０２５６】
（製造例５）
＜６－４－２．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　下記組成の成分を混合して低屈折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： ０.６８重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：オプスターＪＭ５０１０（商品名、ＪＳＲ（株）製：屈折率
１.４１、固形分１０重量％、メチルエチルケトン溶液）
：１５.８重量部
　反応性ケイ素系レベリング剤：Ｘ－２２－１６４Ｅ
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：６８.５重量部
【０２５７】
（製造例６）
＜６－４－３．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　下記組成の成分を混合して低屈折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： ０.６８重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：オプスターＪＭ５０１０
：１５.８重量部
　非反応性ケイ素系レベリング剤：ＢＹＫ－３００（商品名、ビックケミー（株））
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
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：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：６８.５重量部
【０２５８】
（製造例７）
＜６－４－４．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例４の組成において、反応性ケイ素系レベリング剤成分を下記成分に変更して低屈
折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　平均粒径ｄ５０＝１２ｎｍの表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）（中実シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：０.４重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）：
：１.２重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
：０.４重量部
　反応性ケイ素系レベリング剤：ポリエーテル変性シリコーンオイルＴＳＦ４４６０（商
品名、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製）
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：８３.５重量部
【０２５９】
（製造例８）
＜６－４－５．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例６の組成において、非反応性ケイ素系レベリング剤成分を下記成分に変更して低
屈折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： ０.６８重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：オプスターＪＭ５０１０
：１５.８重量部
　非反応性ケイ素系レベリング剤：ＦＭ４４２１（商品名、チッソ（株）製）
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：６８.５重量部
【０２６０】
（製造例９）
＜６－４－６．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例６の組成において、非反応性ケイ素系レベリング剤成分とその添加量を下記のよ
うに変更して低屈折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
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：１５．０重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： ０．６８重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：オプスターＪＭ５０１０
：１５.８重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤（メガファックＭＣＦ－４４５（商品名、エチレンオキ
サイド付加、大日本インキ化学工業（株）製）
：０.０７重量部
　非反応性ケイ素系レベリング剤：ＫＦ－６００４（商品名、両末端ポリエーテル変性、
信越シリコーン（株）製）
：０.０７重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：６８.５重量部
【０２６１】
（製造例１０）
＜６－４－７．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例４の組成において、反応性ケイ素系レベリング剤成分を下記成分に変更して低屈
折率層形成用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカ微粒子ＬＭ（１）（中空シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５.０重量部
　平均粒径ｄ５０＝１２ｎｍの表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）（中実シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：０.４重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）：
： １.２重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
：０.４重量部
　反応性フッ素系レベリング剤：オプツールＤＡＣ（商品名、ダイキン（株）製）
：０.１５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０.１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：８３.５重量部
【０２６２】
（製造例１１）
＜６－４－８．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例４の成分に非反応性フッ素系レベリング剤を加え、低屈折率層形成用組成物を調
製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカゾルＬＭ（１）（中空シリカ微粒子２
０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５．０重量部
　平均粒径ｄ５０＝１２ｎｍの表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）（中実シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：０．４重量部
　電離放射線硬化性樹脂：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： １．２重量部
　電離放射線硬化性樹脂：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
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：０．４重量部
　反応性ケイ素系レベリング剤：Ｘ－２２－１６４Ｅ
：０．１５重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＭＣＦ－３５０（商品名、大日本インキ
化学工業（株）製）
：０．０３重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０．１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：８３．５重量部
【０２６３】
（製造例１２）
＜６－４－９．低屈折率層形成用組成物の調製＞
　製造例４の組成において、反応性ケイ素系レベリング剤のみを含まない低屈折率層形成
用組成物を調製した。
　平均粒径ｄ５０＝５０ｎｍの表面修飾中空シリカゾルＬＭ（１）（中空シリカ微粒子２
０重量％のメチルイソブチルケトン）
：１５．０重量部
　平均粒径ｄ５０＝１２ｎｍの表面修飾中実シリカ微粒子ＬＳ（１）（中実シリカ微粒子
２０重量％のメチルイソブチルケトン）
：０．４重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： １．２重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
：０．４重量部
　重合開始剤：イルガキュア１２７
：０．１重量部
　溶剤：メチルイソブチルケトン
：８３．５重量部
【０２６４】
（製造例１３）
＜６－４－１０．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　下記の組成の成分を混合してハードコート層形成用組成物を調製した。
　反応性シリカ微粒子Ａ（中実シリカ微粒子３５重量％のメチルイソブチルケトン）
：２５．０重量部
　バインダーＣ：ウレタンアクリレート（紫光ＵＶ１７００－Ｂ：商品名、日本合成化学
工業（株）製）
：２５．０重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＭＣＦ－３５０
：０．０３重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４（商品名、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
：０．２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：４９．８重量部
【０２６５】
（製造例１４）
＜６－４－１１．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　製造例１３の組成において、非反応性フッ素系レベリング剤のみを含まないハードコー
ト層形成用組成物を調製した。
　反応性シリカ微粒子Ａ（中実シリカ微粒子３５重量％のメチルイソブチルケトン）
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：２５．０重量部
　バインダーＣ：ウレタンアクリレート（紫光ＵＶ１７００－Ｂ）
：２５．０重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：４９．８重量部
【０２６６】
（製造例１５）
＜６－４－１２．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　製造例１３の組成に反応性ケイ素系レベリング剤を加え、ハードコート層形成用組成物
を調製した。
　反応性シリカ微粒子Ａ（中実シリカ微粒子３５重量％のメチルイソブチルケトン）
：２５．０重量部
　バインダーＣ：ウレタンアクリレート（紫光ＵＶ１７００－Ｂ）
：２５．０重量部
　反応性ケイ素系レベリング剤：Ｘ－２２－１６４Ｅ
：０．１５重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＭＣＦ－３５０
：０．０３重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：４９．８重量部
【０２６７】
（製造例１６）
＜６－４－１３．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　下記の組成の成分を混合してハードコート層形成用組成物を調製した。
　製造例３で合成した帯電防止成分
：０．２７重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： １．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ＢＳ５７７（商品名、荒川化学工業（株）製）
：１．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂３：Ｍ９０５０（商品名、東亞合成（株）製）
：２．７重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＭＣＦ‐３５０
：０．１重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：１７重量部
【０２６８】
（製造例１７）
＜６－４－１４．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　製造例１６の組成において、非反応性フッ素系レベリング剤のみを変更し、ハードコー
ト層形成用組成物を調製した。
　製造例３で合成した帯電防止成分
：０．２７重量部
　電離放射線硬化性樹脂：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
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： １．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂：ＢＳ５７７
：１．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂：Ｍ９０５０
：２．７重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファック１７８（商品名、大日本インキ化学工業
（株）製）
：０．１重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：１７重量部
【０２６９】
（製造例１８）
＜６－４－１５．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　製造例１６の組成において、非反応性フッ素系レベリング剤のみを含まないハードコー
ト層形成用組成物を調製した。
　製造例３で合成した帯電防止成分
：０．２７重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： １．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ＢＳ５７７
：１．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂３：Ｍ９０５０
：２．７重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：１７重量部
【０２７０】
（製造例１９）
＜６－４－１６．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　下記の組成の成分を混合してハードコート層形成用組成物を調製した。
　製造例３で合成した帯電防止成分
：０．２７重量部
　電離放射線硬化性樹脂１：ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）
： １．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂２：ＢＳ５７７
：１．３重量部
　電離放射線硬化性樹脂３：Ｍ９０５０
：２．７重量部
　反応性フッ素系レベリング剤：ＦＡ－１０８（商品名、共栄社化学（株）製）
：０．００５重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：１７重量部
【０２７１】
（製造例２０）
＜６－４－１７．ハードコート層形成用組成物の調製＞
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　製造例１３の組成において、非反応性フッ素化レベリング剤のみを変更してハードコー
ト層形成用組成物を調製した。
　反応性シリカ微粒子Ａ（中実シリカ微粒子３５重量％のメチルイソブチルケトン）
：２５．０重量部
　バインダーＣ：ウレタンアクリレート（紫光ＵＶ１７００－Ｂ）
：２５．０重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＦ４４５（商品名、大日本インキ化学工
業（株）製）
：０．０３重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：４９．８重量部
【０２７２】
（製造例２１）
＜６－４－１８．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　製造例１３の組成において、非反応性フッ素化レベリング剤のみを変更してハードコー
ト層形成用組成物を調製した。
　反応性シリカ微粒子Ａ（中実シリカ微粒子３５重量％のメチルイソブチルケトン）
：２５．０重量部
　バインダーＣ：ウレタンアクリレート（紫光ＵＶ１７００－Ｂ）
：２５．０重量部
　非反応性ケイ素系レベリング剤：Ｘ－２２－３７１０（商品名、信越化学（株）製）
：０．０３重量部
　重合開始剤：イルガキュア１８４
：０．２重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：４９．８重量部
【０２７３】
（製造例２２）
＜６－４－１９．ハードコート層形成用組成物の調製＞
　下記の組成の成分を混合してハードコート層形成用組成物を調製した。
　電離放射線硬化性樹脂：ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（ＤＰＨＡ）
：４重量部
　ジルコニア粒子（第一稀元素科学工業（株）製、ＵＥＰ、一次粒径２０～３０nm）メチ
ルエチルケトン分散液（固形分：４０％）
：１０重量部
　非反応性フッ素系レベリング剤：メガファックＭＣＦ－３５０
：０．０５重量部
　溶剤：メチルエチルケトン
：６重量部
【０２７４】
（実施例１）
＜６－５－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調製
＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム（富士写真フィルム（株
）製）上に，上記製造例１３の組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし
、乾燥により溶剤を除去した後、紫外線照射装置（フュージョンＵＶシステムジャパン(
株)、光源Ｈパルプ）を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化し
たハードコート層を得た。
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【０２７５】
＜６－５－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の完
全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例４の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて，照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化させ
て、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
　以下、低屈折率層の膜厚は、島津製作所（株）製分光光度計（ＵＶ－３１００ＰＣ）を
用いて測定した反射率の極小値が波長５５０ｎｍ付近になるように設定した。
　なお、ＰＥＴＡ、及びＤＰＨＡはほぼ全量が重合するので、上記電離放射線硬化性樹脂
に対する中実シリカ粒子の含有量は、電離放射線硬化性樹脂に対する中実シリカ粒子の含
有量とほぼ同様と考えてよい。
【０２７６】
（実施例２）
＜６－６－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調製
＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１６の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２７７】
＜６－６－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の完
全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例５の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化させ
て、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
【０２７８】
（実施例３）
＜６－７－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調製
＞
　厚み１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（Ａ２４０１、東洋
紡績（株）製）上に、上記製造例２２の組成のハードコート層形成用組成物をバーコーテ
ィングし、乾燥により溶剤を除去した後、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍ
Ｊ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化したハードコート層を得た。
【０２７９】
＜６－７－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の完
全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例５の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化させ
て、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
【０２８０】
　（実施例４）
＜６－８－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調製
＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例２０の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
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【０２８１】
＜６－８－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の完
全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例７の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化させ
て、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
【０２８２】
（実施例５）
＜６－９－１．帯電防止ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート
層の調製＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に、上記製造例１６の
組成の帯電防止ハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除
去した後、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い
、半硬化した帯電防止ハードコート層を得た。得られた帯電防止ハードコート層の膜厚は
、３μｍであった。
【０２８３】
＜６－９－２．更なるハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層
の調製＞
　得られた基材／帯電防止ハードコート層フィルム上に，上記製造例１３のハードコート
層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外
線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を再び半硬化
させて、基材／帯電防止ハードコート層／ハードコート層フィルムを得た。得られた２層
ハードコート層の総膜厚は、１８μｍであった。
【０２８４】
＜６－９－３．低屈折率層形成用組成物の塗布並びに２層ハードコート層及び低屈折率層
の完全硬化＞
　得られた基材／半硬化した帯電防止ハードコート層／半硬化したハードコート層フィル
ム上に、上記製造例４の低屈折率層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させること
より溶剤を除去した後、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫
外線照射を行い、塗膜を完全硬化させて、基材／帯電防止ハードコート層／ハードコート
層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。得られた低屈折率層の膜厚は、０.１μｍで
あった。
　ハードコート層が２層の場合も、１層の場合と同様に全評価性能が良好で、白化もしな
かった。
【０２８５】
（比較例１）
＜６－１０－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び完全硬化したハードコート層の
作成＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１３の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、完全
硬化したハードコート層を得た。
【０２８６】
＜６－１０－２．低屈折率層形成用組成物の塗布及び低屈折率層の完全硬化＞
　得られた基材／完全硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例４の低屈折率層
形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線
照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、低屈折率層形成用
組成物を完全硬化させて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た
。
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　ハードコート層を完全硬化させたため、非反応性のフッ素系レベリング剤はマイグレー
ションできず、指紋拭取り性が低下した。
【０２８７】
（比較例２）
＜６－１１－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調
製＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１５の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２８８】
＜６－１１－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の
完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例１２の低屈折率層
形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線
照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化さ
せて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
　反応性のケイ素系レベリング剤がハードコート層に存在したため、低屈折率層の表面に
マイグレーションできず、指紋拭取り性、耐擦傷性、防汚性が低下した。
【０２８９】
（比較例３）
＜６－１２－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の調
製＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１４の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２９０】
＜６－１２－２．低屈折率層形成用組成物の塗布並びにハードコート層及び低屈折率層の
完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例１１の低屈折率層
形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線
照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、塗膜を完全硬化さ
せて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
　非反応性のフッ素系レベリング剤及び反応性のケイ素系レベリング剤が両方低屈折率層
に存在したために表面に均一に存在できず、全ての性能が低下し、また、相溶性がなかっ
たために白化した。
【０２９１】
（比較例４）
＜６－１３－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の作
成＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１７の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２９２】
＜６－１３－２．低屈折率層形成用組成物の塗布及び低屈折率層の完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例６の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて，照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、低屈折率層形成用組
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成物を完全硬化させて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
低屈折率層中のケイ素系レベリング剤が非反応性であったため、表面に２種のレベリング
剤が均一に存在できず、全性能が低下し、また、マイグレーションしてきた非反応性のＦ
系レベリング剤と相溶性がなかったために白化した。
【０２９３】
（比較例５）
＜６－１４－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の作
成＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１９の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２９４】
＜６－１４－２．低屈折率層形成用組成物の塗布及び低屈折率層の完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例８の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて，照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、低屈折率層形成用組
成物を完全硬化させて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
ハードコート中に反応性のフッ素系レベリング剤が存在したために、低屈折率層表面には
、フッ素系レベリング剤はマイグレーションできず、指紋拭取り性が低下した。
【０２９５】
（比較例６）
＜６－１５－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の作
成＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例１８の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２９６】
＜６－１５－２．低屈折率層形成用組成物の塗布及び低屈折率層の完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例９の低屈折率層形
成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線照
射装置を用いて，照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、低屈折率層形成用組
成物を完全硬化させて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。
低屈折率層中に、非反応性のフッ素系レベリング剤と反応性のケイ素系レベリング剤が存
在したため、ケイ素系レベリング剤のみが表面に出やすく、不均一状態となり、指紋拭取
り性が低下した。２種のレベリング剤は相溶性はあったので白化はしなかった。
【０２９７】
（比較例７）
＜６－１６－１．ハードコート層形成用組成物の塗布及び半硬化したハードコート層の作
成＞
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記製造例２１の
組成のハードコート層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥により溶剤を除去した後
、上記紫外線照射装置を用いて、照射線量１０ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、半硬化
したハードコート層を得た。
【０２９８】
＜６－１６－２．低屈折率層形成用組成物の塗布及び低屈折率層の完全硬化＞
　得られた基材／半硬化したハードコート層フィルム上に，上記製造例１０の低屈折率層
形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることより溶剤を除去した後、上記紫外線
照射装置を用いて、照射線量２００ｍＪ／ｃｍ2で紫外線照射を行い、低屈折率層形成用
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組成物を完全硬化させて、基材／ハードコート層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た
。
　ハードコート層の中に非反応性のケイ素系レベリング剤、低屈折率層の中に反応性のフ
ッ素系レベリング剤が存在したため、フッ素系レベリング剤はバインダーなどと架橋して
、いっそう表面に出にくくなったため、低屈折率層の表面には、ハードコート層からマイ
グレーションしてきたケイ素系レベリング剤のみになり、指紋拭取り性が低下したと考え
られる。
【０２９９】
＜６－１７－１．擦過性評価試験（耐スチールウール性）＞
　得られた反射防止フィルムを＃００００のスチールウールを用い、荷重２００ｇで２０
往復した時の傷の有無を目視により確認した。評価基準は以下の通りとした。
　　◎：全く傷が認められないもの
　　○：細かい傷（５本以下）が認められるもの
　　△：傷は著しくつくが、剥離は認められないもの
　　×：剥離するもの
【０３００】
＜６－１７－２．防汚性評価試験＞
　得られた反射防止フィルム表面に油性インクのマジックで描き、それを旭化成（株）社
製ベンコットＭ－３で拭き取った時の状態を観察した。評価基準は以下の通りとした。
　　◎：インクが撥いており、容易にインクを拭き取れたもの
　　○：インクが撥いており、しっかり擦ればインクを拭き取れたもの
　　△：インクの一部が拭き取れずに残ったもの
　　×：インクを拭取れなかったもの
【０３０１】
（６－１７－３．指紋拭取り性試験）
　得られた反射防止フィルム表面に付着した指紋を旭化成（株）社製ベンコットＭ－３を
用いて拭き取り、その取り易さを目視で判定した。評価基準は以下の通りとした。
　　○：指紋が完全に拭き取れる
　　△：指紋は拭き取れるがあとが残る、又はあとは取れるが指紋がのびる
　　×：指紋が拭き取れない。
【０３０２】
（６－１７－４．白化評価試験）
　得られた反射防止フィルムに白化がなく透明性が良好であるかどうかを評価するために
、以下の評価を行った。光学用粘着剤（例えば、日立化成工業（株）のＤＡ－１０００な
どの光学フィルム用のアクリル系粘着剤など）で黒板アクリル板に貼り、以下サンプルを
作製した。
　基準サンプル：黒アクリル板／光学粘着／透明基材フィルム
　評価サンプル：黒アクリル板／光学粘着／透明基材フィルム／ハードコート／低屈折率
層（実施例、比較例で作製した反射防止フィルム）
　実施例、比較例で作製したサンプルを上記評価サンプルとし、上記基準サンプルとを同
時に目視観察し、基材だけの場合と比較して白いかどうか評価した。
【０３０３】
　また、実施例および比較例のヘイズを、ＪＩＳ Ｋ－７１３６に従って反射・透過率計
ＨＭ－１５０（村上色彩技術研究所）で測定したところ、白化評価結果で白化しなかった
ものは、ヘイズ０.２～０.４％であったのに対し、白化が認められたものは、比較例３は
０.９％、比較例４は０.７％と高く、目視結果通り、製品としては用いられない。
【０３０４】
　以上４点の測定、及び評価結果を以下の表１に示す。尚、実施例及び比較例の反射防止
フィルムと各例のハードコート層及び低屈折率層の作成方法との関係を纏めたものが表２
である。
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【０３０５】
【表１】

【０３０６】
【表２】

【０３０７】
（参考例）
　本願発明に係る反射防止フィルム及びその製造方法の構成を模式的に示したものが図４
及び図５である。図４は、透明基材上にハードコート層形成用組成物を塗布した後、半硬
化させた、基材／半硬化したハードコート層フィルムのハーフキュア状態を図左側に示す
。ハードコート層には、レベリング剤Ａ（○で表す）が均一に存在している。また、図右
側には、前記基材／半硬化したハードコート層フィルム上に低屈折率層を塗布して得られ
る、基材／半硬化したハードコート層／低屈折率層フィルムの状態が示されている。この
図中、半硬化したハードコート層内のレベリング剤Ａが図の上方、すなわち空気界面方向
に移行（マイグレーション）し始めている。移行に伴い、レベリング剤Ａの濃度は、基材
側で低くなり、逆に低屈折率層側で高くなるので層中で濃度のグラデーションが存在する
ことになる。低屈折率層には、レベリング剤Ｂ（△で表す）が均一に存在している。
【０３０８】
　図５は、基材／半硬化したハードコート層／低屈折率層フィルムを完全硬化させる状態
を図左側に示す。図中、完全硬化に伴い、レベリング剤Ａがハーフキュア状態であったハ
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、低屈折率層で層内のバインダーと架橋結合しつつ、非架橋部分が低屈折率層の表面に向
かって移行し始める。前記表面は、レベリング剤Ｂに富むことになるが、前記架橋結合し
て移行できない部分があるため、一定程度表面に移行した後、レベリング剤Ｂの濃度はそ
れ以上増加しない。また、図右側には、完全硬化後の基材／完全硬化したハードコート層
／低屈折率層フィルムの状態が示されている。レベリング剤Ａがレベリング剤Ｂの架橋結
合部の間隙を通って、低屈折率層、更にはその表面に移行する。このようにして、低屈折
率層の表面には、既に存在するレベリング剤Ｂに加えて、レベリング剤Ａが進入してレベ
リング剤ＡおよびＢが均一に存在する、移行硬化層が形成されることになる。したがって
、低屈折率層の表面は、レベリング剤ＡおよびＢの性能が付与され、防汚性、指紋拭き取
り性及び耐擦傷性を備える。
【０３０９】
　従来技術の一例に係る反射防止フィルム及びその製造方法の構成を模式的に示したもの
が図６である。図６は、透明基材上に機能層（例えば、ハードコート層）形成用組成物を
ハーフキュアし、その上に低屈折率層組成物を塗布した状態を図左側に示す。低屈折率層
には、レベリング剤Ａ（○で表す）及びレベリング剤Ｂ（△で表す）がほぼ均一に存在し
ている。図右側には、前記基材／機能層／低屈折率層フィルムを完全硬化させた状態が示
されている。この図中、レベリング剤Ａ及びＢ共に、図の上方、すなわち空気界面方向に
移行し、レベリング剤の濃度は、基材側で低くなり、逆に空気界面側で高くなるので層中
で濃度のグラデーションが存在することになる。また、硬化に際して、低屈折率層内で理
由は不明であるが、ケイ素のほうが、フッ素よりも表面に出やすい性質を持っているため
に、レベリング剤Ｂ（反応性ケイ素レベリング剤）の移行がレベリング剤Ａ（非反応性Ｆ
系レベリング剤）と比較して、より容易に起こり、その表面はレベリング剤Ｂに富むこと
になる。そのため、レベリング剤Ａが表面に出にくく、結局のところ低屈折率層の表面に
は、ほぼレベリング剤Ｂのみが存在することになる。したがって、低屈折率層の表面には
、レベリング剤ＡおよびＢの性能が付与されることなく１種類のレベリング剤（すなわち
、レベリング剤Ｂ）の性能のみが備わることになり、防汚性、指紋拭き取り性及び耐擦傷
性のすべてが発揮されることは期待できない。
【図面の簡単な説明】
【０３１０】
【図１】本発明に係る反射防止フィルムの断面の一例を模式的に示した図である。
【図２】本発明に係る架橋形成基による粒子表面の修飾の機構を模式的に示した図である
。
【図３】本発明に係る架橋形成基による粒子表面の修飾の別の機構を模式的に示した図で
ある。
【図４】図４は、本願発明に係る反射防止フィルム及びその製造方法の構成（基材／半硬
化したハードコート層／低屈折率層フィルム及びその作成）を模式的に示した図である。
【図５】図５は、本願発明に係る反射防止フィルム及びその製造方法の構成（基材／半完
全硬化したハードコート層／低屈折率層フィルム及びその作成）を模式的に示した図であ
る。
【図６】図６は、従来技術の一例に係る反射防止フィルム及びその製造方法の構成を模式
的に示した図である
【符号の説明】
【０３１１】
１　反射防止フィルム
１０　透明基材
２０　ハードコート層
３０　低屈折率層
４０　移行層
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