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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板の少なくとも片面に樹脂層を有し、下記式（ｉｉ）および（ｉｉｉ）を満た
す積層板を含み、
　前記積層板の少なくとも片面に誘電体多層膜を有し、透過率が下記（Ａ）～（Ｄ）を満
たすことを特徴とする近赤外線カットフィルター。
（ｉｉ）１／７００≦（樹脂層の厚み／ガラス基板の厚み）≦２／５
（ｉｉｉ）３０≦ガラス基板の厚み（μｍ）≦１０００
（Ａ）波長４３０～５８０ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向か
ら測定した場合の透過率の平均値が７５％以上
（Ｂ）波長８００～１０００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向
から測定した場合の透過率の平均値が１％以下
（Ｃ）８００ｎｍ以下の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測
定した場合の透過率が７０％となる最も長い波長（Ｘａ）と、波長５８０ｎｍ以上の波長
領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合の透過率が３０％
となる最も短い波長（Ｘｂ）との差の絶対値｜Ｘａ－Ｘｂ｜が７５ｎｍ未満
（Ｄ）波長５６０～８００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向か
ら測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙａ）と、近赤外線カットフィルター
の垂直方向に対して３０°の角度から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙ
ｂ）の差の絶対値｜Ｙａ－Ｙｂ｜が１５ｎｍ未満
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【請求項２】
　前記樹脂層が、近赤外線吸収剤を含有することを特徴とする請求項１に記載の近赤外線
カットフィルター。
【請求項３】
　前記積層板が、下記（ｉ）の要件を満たすことを特徴とする請求項１または２に記載の
近赤外線カットフィルター。
（ｉ）吸収極大波長を６００～８００（ｎｍ）に有する
【請求項４】
　前記樹脂層が、ポリイミド系樹脂、ポリエチレンナフタレート系樹脂、ポリエーテルス
ルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂、および環状オレフィン系樹脂からなる群より選ばれ
る少なくとも１種の樹脂を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の近
赤外線カットフィルター。
【請求項５】
　前記近赤外線吸収剤が下記（ｉｖ）を満たすことを特徴とする請求項２～４のいずれか
１項に記載の近赤外線カットフィルター。
（ｉｖ）大気中で熱重量分析にて測定した５％重量減少温度が２５０℃以上である
【請求項６】
　前記ガラス基板と前記樹脂層の間に、（ａ）（メタ）アクリロイル基含有化合物に由来
する構造単位、（ｂ）カルボン酸基含有化合物に由来する構造単位、および（ｃ）エポキ
シ基含有化合物に由来する構造単位を有する硬化層を有することを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルター。
【請求項７】
　前記樹脂層のガラス基板が積層された面の反対側の面に、可視光反射防止層が形成され
ていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルター
。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルターを具備することを特徴
とする固体撮像用素子。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の近赤外線カットフィルターを具備することを特徴
とする固体撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近赤外線カットフィルターに関する。詳しくは、本発明は、十分な視野角と
ハンダリフロー耐熱性を合わせ持ち、特にＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の固体撮像素子用視感度補
正フィルターとして好適に用いることができる近赤外線カットフィルターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、カメラ機能付き携帯電話などにはカラー画像の
固体撮像素子であるＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサーが使用されているが、これら固体
撮像素子はその受光部において近赤外線に感度を有するシリコンフォトダイオードを使用
しているために、視感度補正を行うことが必要であり、近赤外線カットフィルターを用い
ることが多い。
【０００３】
　このような近赤外線カットフィルターとしては、従来から、各種方法で製造されたもの
が使用されている。例えば、ガラスなど透明基板の表面に銀等の金属を蒸着して近赤外線
を反射するようにしたもの、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等の透明樹脂に近赤外
線吸収色素を添加したものなどが実用に供されている。
【０００４】
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　ガラスを基板として用いた場合は、基板自体が耐熱性を有するため、いわゆるハンダリ
フロー工程を有するプロセスに適用することが可能であり、光学部品および装置の小型化
、および製造工程の簡略化が可能となる。
【０００５】
　しかしながら、ガラス基板に屈折率の異なる金属酸化物を交互に積層した近赤外線カッ
トフィルターは、垂直入射光と斜め入射光に対して、それぞれ光学特性が異なるといった
視野角に劣るものであった。このガラス基板は薄板ガラスに置き換えることも可能であり
、例えば厚み０．１ｍｍといった薄肉化が可能である（特許文献１）。一方、近赤外光を
光吸収にてカットするいわゆる色ガラスフィルターでは、所定の光学濃度を得るためには
、ガラス基板の厚みが厚くなってしまい、光学部品を小型化することが困難であった（非
特許文献１）。
【０００６】
　本出願人は、特開２００５－３３８３９５号公報（特許文献２）にてノルボルネン系樹
脂製基板と近赤外線反射膜を有する近赤外線カットフィルターを提案している。特許文献
２に記載された近赤外線カットフィルターは、近赤外線カット能、耐吸湿性、耐衝撃性に
優れ、薄肉化も可能であるが、十分な視野角の値をとることはできず、熱可塑性樹脂を基
板として用いているために耐熱性に劣り、ハンダリフロー工程には使用できない場合があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１９７２８０号公報
【特許文献２】特開２００５－３３８３９５号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】シグマ光機社　総合カタログ　近赤外吸収フィルターＣＣＦ－５０Ｓ－
５００Ｃ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、視野角が広く、さらに、近赤外線カット能に優れ、更にハンダリフロー工程
での使用に適した耐熱性を有する、特にＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の固体撮像装置に好適に用い
ることができる近赤外線カットフィルターを得ることを目的とする。さらに、前記近赤外
線カットフィルターを具備する固体撮像素子および固体撮像装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の近赤外線カットフィルターは、ガラス基板の少なくとも片面に樹脂層を有する
積層板を含み、透過率が下記（Ａ）～（Ｄ）を満たす。
　（Ａ）波長４３０～５８０ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向
から測定した場合の透過率の平均値が７５％以上。
　（Ｂ）波長８００～１０００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方
向から測定した場合の透過率の平均値が２０％以下。
　（Ｃ）８００ｎｍ以下の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から
測定した場合の透過率が７０％となる最も長い波長（Ｘａ）と、波長５８０ｎｍ以上の波
長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合の透過率が３０
％となる最も短い波長（Ｘｂ）との差の絶対値｜Ｘａ－Ｘｂ｜が７５ｎｍ未満。
　（Ｄ）波長５６０～８００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向
から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙａ）と、近赤外線カットフィルタ
ーの垂直方向に対して３０°の角度から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（
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Ｙｂ）の差の絶対値｜Ｙａ－Ｙｂ｜が１５ｎｍ未満。
【００１１】
　前記樹脂層は、近赤外線吸収剤を含有することが好ましい。
　前記積層板は、下記（ｉ）の要件を満たすことが好ましい。
　（ｉ）吸収極大波長を６００～８００（ｎｍ）の間に有する。
　前記積層板は、下記式（ｉｉ）および（ｉｉｉ）を満たすことが好ましい。
　（ｉｉ）１／７００≦（樹脂層の厚み／ガラス基板の厚み）≦２／５
　（ｉｉｉ）３０≦ガラス基板の厚み（μｍ）≦１０００
【００１２】
　前記樹脂層は、ポリイミド系樹脂、ポリエチレンナフタレート系樹脂、ポリエーテルス
ルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂および環状オレフィン系樹脂からなる群より選ばれる
少なくとも１種の樹脂を含むことが好ましい。
【００１３】
　前記近赤外線吸収剤は、下記（ｉｖ）を満たすことが好ましい。
　（ｉｖ）大気中で熱重量分析にて測定した５％重量減少温度が２５０℃以上である
　本発明の近赤外線カットフィルターは、前記積層板の少なくとも片面に誘電体多層膜を
有することが好ましい。
【００１４】
　本発明の近赤外線カットフィルターは、前記ガラス基板と前記樹脂層の間に、（ａ）（
メタ）アクリロイル基含有化合物に由来する構造単位、（ｂ）カルボン酸基含有化合物に
由来する構造単位、および（ｃ）エポキシ基含有化合物に由来する構造単位を有する硬化
層を有することが好ましい。
【００１５】
　本発明の近赤外線カットフィルターは、前記樹脂層のガラス基板が積層された面の反対
側の面に、可視光用反射防止層が形成されていることが好ましい。
　本発明の近赤外線カットフィルターは、固体撮像用素子および固体撮像装置等に使用す
ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の近赤外線カットフィルターは、視野角が広く、近赤外線カット能に優れ、更に
ハンダリフロー工程を有する製造法に適用するのに十分な耐熱性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１(a)は、従来のカメラモジュールを示すものである。図１(b)は、本発明で得
られる近赤外線カットフィルター６'を用いた場合のカメラモジュールの一例を示すもの
である。
【図２】図２は、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合の透過率を測定
する方法を示すものである。
【図３】図３は、近赤外線カットフィルターの垂直方向に対して３０°の角度から測定し
た場合の透過率を測定する方法を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明について具体的に説明する。
【００１９】
　〔近赤外線カットフィルター〕
　本発明の近赤外線カットフィルターは、ガラス基板の少なくとも片面に樹脂層を有する
積層板を含み、その光線透過率が上記（Ａ）～（Ｄ）を満たすことを特徴とする。
【００２０】
　上記（Ａ）波長４３０～５８０ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直
方向から測定した場合の透過率の平均値は７５％以上であり、好ましくは７８％以上、さ
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らに好ましくは８０％以上である。上記波長範囲での透過率が上記範囲であると、近赤外
線カットフィルターを通過する光の強度が十分確保され、カメラモジュールやレンズユニ
ットに好適に用いることができる。
【００２１】
　上記（Ｂ）波長８００～１０００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂
直方向から測定した場合の透過率の平均値は２０％以下であり、好ましくは１５％以下、
更に好ましくは１０％以下である。上記波長範囲での透過率が上記範囲であると、近赤外
線を十分にカットすることができる。
【００２２】
　上記（Ｃ）８００ｎｍ以下の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向
から測定した場合の透過率が７０％となる最も長い波長（Ｘａ）と、波長５８０ｎｍ以上
の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合の透過率が
３０％となる最も短い波長（Ｘｂ）との差の絶対値｜Ｘａ－Ｘｂ｜が７５ｎｍ未満であり
、好ましくは７２ｎｍ以下であり、より好ましくは７０ｎｍ以下である。ＸａとＸｂの差
の絶対値が上記の範囲にあると、近赤外線の波長領域付近のＸａ、Ｘｂの間で透過率が急
変することとなるため、近赤外線を効率よくカットすることができる。
【００２３】
　上記（Ｄ）波長５６０～８００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直
方向から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙａ）、および波長５６０～８
００ｎｍの範囲において、垂直方向に対して３０°の角度から測定した場合の透過率が５
０％となる波長の値（Ｙｂ）の差の絶対値｜Ｙａ－Ｙｂ｜が１５ｎｍ未満であり、より好
ましくは１３ｎｍ以下、特に好ましくは１０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２４】
　ＹａとＹｂの差の絶対値が上記の範囲にあると、光の透過特性の角度依存性が小さな近
赤外線カットフィルターを得ることができ、結果的にＣＣＤ、ＣＭＯＳ等の撮像素子へと
入射する光の角度依存性が小さくなり、撮影された画像の色の再現性に優れることとなる
。
【００２５】
　ガラス基板の少なくとも片面に、下記特定の近赤外線吸収剤を含む樹脂層を有する積層
板を有すると、上記（Ａ）～（Ｄ）を満たす近赤外線カットフィルターを得ることができ
る。
【００２６】
　《積層板》
　上記積層板は、ガラス基板の少なくとも片面に樹脂層を有する。前記樹脂層は、近赤外
線吸収剤を含有することが好ましく、前記積層板は、下記式（ｉ）、下記式（ｉｉ）、下
記式（ｉｉｉ）を満たすことが好ましい。
（ｉ）吸収極大波長（以下、λmaxともいう）を６００～８００（ｎｍ）の間に有する。
（ｉｉ）１／７００≦（樹脂層の厚み／ガラス基板の厚み）≦２／５
（ｉｉｉ）３０≦（ガラス基板の厚み：μｍ）≦１０００
　ガラス基板の少なくとも片面に、下記特定の近赤外線吸収剤を含む樹脂層を有すること
により、上記（ｉ）を満たす積層板を得ることができる。
【００２７】
　前記積層板のλmaxは、好ましくは６４０～７７０（ｎｍ）、より好ましくは６６０～
７２０（ｎｍ）の範囲にある。前記λmaxを上記波長範囲に有することで、近赤外光に感
度を有するＣＭＯＳ等に入射される光の波長範囲が限定されるため、ＣＭＯＳ等により撮
像された画像の色が、実際に目視で観察される色合いにより近いものとなる。
　ガラス基板の厚みに対する樹脂層の厚みの比は、好ましくは１／７００以上、２／５以
下、さらに好ましくは１／４００以上、１／５以下、特に好ましくは１／２００以上、１
／８以下である。
【００２８】
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　ガラス基板の厚みに対する樹脂層の厚みの比が１／７００よりも小さい場合には、一定
のガラス基板の厚みに対する、樹脂層の厚みが薄いため、樹脂層の厚みの制御が困難とな
り、結果的に近赤外線吸収剤による光吸収性能を安定に制御することが難しい場合がある
。特にガラス基板の厚みが薄い場合には、この傾向が顕著となる。一方でガラス基板の厚
みに対する樹脂層の厚みの比が２／５よりも大きい場合には、ハンダリフロー工程におい
て、熱が加わった際に、樹脂層とガラス基板との熱線膨張率の違いにより、該積層板にカ
ールが生じてしまう場合がある。特にガラス基板の厚みが薄い場合には、この傾向が顕著
となる。
【００２９】
　≪ガラス基板≫
　本発明に用いられるガラス基板としては、主成分として、珪酸塩を含む基板であれば、
特に限定されるものではなく、結晶構造を有する石英ガラス基板等が挙げられる。ほかに
、ホウ珪酸ガラス基板、ソーダガラス基板および色ガラス基板等を用いることができるが
、とりわけ、無アルカリガラス基板、低α線ガラス基板等のガラス基板は、ＣＣＤ、ＣＭ
ＯＳ等の固体撮像素子への影響が少ないため、それら基板を固体撮像素子に近接させて配
置することが可能であり、好ましい。
【００３０】
　ガラス基板の厚みは、好ましくは３０～１０００μｍ、さらに好ましくは５０～７５０
μｍ、特に好ましくは５０～７００μｍである。ガラス基板の厚みが３０μｍより薄い場
合には、ガラス基板そのものが割れやすくなってしまうため、ハンドリングが極めて困難
となる場合がある。また、ガラス基板の厚みが１０００μｍより厚い場合には、近赤外線
カットフィルターの薄膜化という本来の目的が達成できなくなってしまう場合がある。
【００３１】
　ガラス基板の厚みが上記範囲にあると、近赤外線カットフィルターを、小型化、軽量化
することができ、固体撮像装置等さまざまな用途に好適に用いることができる。特にカメ
ラモジュール等レンズユニットに用いた場合には、レンズユニットの低背化を実現するこ
とができるため好ましい。
【００３２】
　≪樹脂層≫
　本発明に用いられる樹脂層は、ハンダリフロー工程に適用可能な耐熱性を有する樹脂と
、吸収極大を波長６００～８００ｎｍの間に有する近赤外線吸収剤を含むことが好ましい
。
【００３３】
　＜耐熱性を有する樹脂＞
　前記耐熱性を有する樹脂としては、ポリイミド系樹脂、ポリエチレンナフタレート系樹
脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリエーテル系樹脂（ポリエーテルケトン系樹脂、ポ
リエーテルニトリル系樹脂）、ポリカーボネート、ポリアリレート、および環状オレフィ
ン系樹脂等を挙げることができる。これらの樹脂は１種単独でも、２種以上を混合して用
いても良い。
【００３４】
　耐熱性を有する樹脂は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、好ましくは２２０～３８０℃、さ
らに好ましくは２４０～３６０℃、特に好ましくは２５０～３５０℃であることがハンダ
リフロー工程に対する耐性の面で望ましい。
【００３５】
　また、前記樹脂層には、厚さ０．１ｍｍでの全光線透過率が、好ましくは７５～９４％
であり、さらに好ましくは７８～９３％であり、特に好ましくは８０～９２％である樹脂
を用いることが好ましい。全光線透過率がこのような範囲であれば、該樹脂から得られる
樹脂層が、光学部材として良好な透明性を示す。
【００３６】
　上記樹脂層の厚みは、上記（ｉｉ）を満たせば特に制限されないが、好ましくは１～１
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００μｍ、さらに好ましくは２～５０μｍ、特に好ましくは、３～３０μｍであることが
望ましい。
【００３７】
　樹脂層の厚みが上記範囲にあると、本発明の近赤外線カットフィルターを小型化、軽量
化することができ、固体撮像装置等さまざまな用途に好適に用いることができる。特にカ
メラモジュール等レンズユニットに用いた場合には、レンズユニットの低背化を実現する
ことができるため好ましい。
【００３８】
　〈ポリイミド系樹脂〉
　前記ポリイミド系樹脂としては一般的に知られている方法で合成すればよく、たとえば
特開２００８－１６３１０７に記載されている方法で合成することができる。市販品とし
ては透明ポリイミドフィルムタイプＴＴ、ＴＭＭ、ＨＭ（以上東洋紡社製）、オキシジフ
タル酸無水物を用いた透明ポリイミドフィルム（マナック社製）および透明ポリイミドフ
ィルム（Ｉ．Ｓ．Ｔ社製）ネオプリム（三菱ガス化学社製）等を好適に用いることができ
る。
【００３９】
　〈ポリエチレンナフタレート系樹脂〉
　前記ポリエチレンナフタレート系樹脂としては、例えば、ナフタレンジカルボン酸の低
級アルキルエステルとエチレングリコールとを重縮合させて製造したポリエチレンナフタ
レートを好適に用いることができる。市販品としてはテオネックス（帝人社製）等を好適
に用いることができる。
【００４０】
　〈ポリエーテルスルホン系樹脂〉
　前記ポリエーテルスルホン系樹脂としては、例えば、有機極性溶媒中、ジハロゲノジフ
ェニルスルホンと２価フェノール化合物とを無水アルカリ金属炭酸塩、および／または無
水アルカリ金属炭酸水素塩の存在下で反応させて製造したポリエーテルスルホン系樹脂を
好適に用いることができる。市販品として、スミカエクセルＰＥＳ、スミカエクセル７６
００Ｐ（住友化学社製）、ＰＥＳ（三井化学社製）、ウルトラゾーンＥ（ＢＡＳＦジャパ
ン社製)およびレーデルＡ（ソルベイアドバンストポリマーズ社製）等を好適に用いるこ
とができる。
【００４１】
　〈ポリエーテルケトン系樹脂〉
　前記ポリエーテルケトン系樹脂としては、例えば、有機極性溶媒中、ジハロゲノベンゾ
フェノンと２価フェノール化合物とを無水アルカリ金属炭酸塩、および／または無水アル
カリ金属炭酸水素塩の存在下で反応させて製造したポリエーテルケトン系樹脂を好適に用
いることができる。市販品として、ＶＩＣＴＲＥＸ(ビクトレックス社製)およびキータス
パイア（ソルベイ社製）等を好適に用いることができる。
【００４２】
　〈ポリエーテルニトリル系樹脂〉
　前記ポリエーテルニトリル系樹脂としては、例えば、有機極性溶媒中、ジハロゲノベン
ゾニトリルと２価フェノール化合物とを無水アルカリ金属炭酸塩、および／または無水ア
ルカリ金属炭酸水素塩の存在下で反応させて製造したポリエーテルニトリル系樹脂を好適
に用いることができる。具体的には特開２００７－２４６６２９号公報および特開２００
６－１９９７４６号公報に記載のポリマー等を好適に用いることができる。
【００４３】
　〈ポリカーボネート〉
　前記ポリカーボネートとしては、例えば、２価フェノールとホスゲンもしくは炭酸エス
テルとを、溶融重縮合、もしくは、有機極性溶媒中、無水アルカリ金属炭酸塩、および／
または無水アルカリ金属炭酸水素塩、ならびに有機塩基の存在下で反応させて製造したポ
リカーボネートを好適に用いることができる。市販品として、ポリカーボネート（帝人化
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【００４４】
　〈ポリアリレート〉
　前記ポリアリレートとしては、例えば、２価芳香族カルボン酸誘導体と２価フェノール
化合物とを溶融重縮合、もしくは、有機極性溶媒中、無水アルカリ金属炭酸塩、および／
または無水アルカリ金属炭酸水素塩、ならびに有機塩基の存在下で反応させて製造したポ
リアリレートを好適に用いることができる。市販品として、ベクトラン（クラレ社製）お
よびＵポリマー（ユニチカ社製）等を好適に用いることができる。
【００４５】
　〈環状オレフィン系樹脂〉
　前記環状オレフィン系樹脂としては、例えば、下記式（Ｘ0）で表される単量体、もし
くは下記式（Ｙ0）で表される単量体を含む単量体組成物を重合し、また必要に応じてさ
らに水素添加して得られた樹脂を用いることができる。
【００４６】

【化１】

【００４７】
[式（Ｘ0）中、Ｒx1～Ｒx4は、それぞれ独立に下記（ｉ）～（ｖｉｉｉ）より選ばれるも
のを表す。
　（ｉ）水素原子、
　（ｉｉ）ハロゲン原子、
　（ｉｉｉ）トリアルキルシリル基、
　（ｉｖ）酸素原子、硫黄原子、窒素原子もしくはケイ素原子を含む連結基を含む置換ま
たは非置換の炭素原子数１～３０の炭化水素基、
　（ｖ）置換または非置換の炭素原子数１～３０の炭化水素基、
　（ｖｉ）極性基（但し（ｉｖ）を除く）、
　（ｖｉｉ）Ｒx1とＲx2、またはＲx3とＲx4が、相互に結合して形成されたアルキリデン
基を表し、該結合に関与しないＲx1～Ｒx4は、相互に独立に上記（ｉ）～（ｖｉ）より選
ばれるものを表す、
　（ｖｉｉｉ）Ｒx1とＲx2またはＲx3とＲx4が、相互に結合して形成された単環もしくは
多環の炭化水素環または複素環を表し、該結合に関与しないＲx1～Ｒx4は、相互に独立に
上記（ｉ）～（ｖ）より選ばれるものを表すか、Ｒx2とＲx3が、相互に結合して形成され
た単環の飽和炭化水素環または複素環を表し、該結合に関与しないＲx1～Ｒx4は、相互に
独立に上記（ｉ）～（ｖ）より選ばれるものを表す。
　ｋx、ｍxおよびｐxは、それぞれ独立に、０または正の整数を表す。]
【００４８】
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【化２】

【００４９】
[式（Ｙ0）中、Ｒy1、Ｒy2は、それぞれ独立に上記（ｉ）～（ｖｉ）で選ばれるものを表
すか、下記（ｉｘ）、（ｘ）を表す。
　（ｉｘ）Ｒy1とＲy2が、相互に結合して形成された単環もしくは多環の炭化水素環また
は複素環を表す、
　（ｘ）Ｒy1とＲy2が相互に結合して形成された芳香環を表す。
　ｋyおよびｐyは、それぞれ独立に、０または正の整数を表す。]
【００５０】
　上記樹脂の中でも、とりわけポリエーテル系樹脂（ポリエーテルケトン系樹脂、ポリエ
ーテルニトリル系樹脂）が好ましい。ポリエーテル系樹脂を用いることで、ハンダリフロ
ー工程に対して十分な耐熱性と、光学材料用途として十分に高い可視光透過率を有する近
赤外線カットフィルターを得ることができる。
【００５１】
　＜近赤外線吸収剤＞
　本発明の近赤外線カットフィルターに用いることができる近赤外線吸収剤は、（ｉｖ）
大気中で熱重量分析にて測定した５％重量減少温度が、好ましくは２５０℃以上であり、
更に好ましくは２６０℃以上、特に好ましくは２７０℃以上である。重量減少温度が前記
条件を満たすことで、高温条件下でも分解することなく、ハンダリフロー工程での使用に
十分な熱性が確保され、安定した品質の近赤外線カットフィルターを提供することができ
る。
【００５２】
　また本発明に用いられる近赤外線吸収剤は、波長６００～８００ｎｍに吸収極大がある
ことが好ましく、さらに好ましくは６４０～７７０（ｎｍ）、特に好ましくは６６０～７
２０（ｎｍ）の範囲に吸収極大を有することが望ましい。
【００５３】
　このような近赤外線吸収剤を用いることで、上記（Ａ）～（Ｄ）および（ｉ）を満たす
積層板、近赤外線カットフィルターを得ることができる。
　このような近赤外線吸収剤としては、例えば、シアニン系染料、フタロシアニン系染料
、アミニウム系染料、イミニウム系色素、アゾ系色素、アンスラキノン系色素、ジイモニ
ウム系色素、スクアリリウム系色素およびポルフィリン系色素が挙げられる。
【００５４】
　このような近赤外線吸収剤を含有してなる樹脂層は、上記の耐熱性を有するためハンダ
リフロー工程への適用が可能となる。
【００５５】
　前記近赤外線吸収剤の市販品としては、具体的には、たとえば、Ｌｕｍｏｇｅｎ　ＩＲ
７６５、Ｌｕｍｏｇｅｎ　ＩＲ７８８（ＢＡＳＦ製）；ＡＢＳ６４３、ＡＢＳ６５４、Ａ
ＢＳ６６７、ＡＢＳ６７０Ｔ、ＩＲＡ６９３Ｎ、ＩＲＡ７３５（Ｅｘｃｉｔｏｎ製）；Ｓ
ＤＡ３５９８、ＳＤＡ６０７５、ＳＤＡ８０３０、ＳＤＡ８３０３、ＳＤＡ８４７０、Ｓ
ＤＡ３０３９、ＳＤＡ３０４０、ＳＤＡ３９２２、ＳＤＡ７２５７（Ｈ．Ｗ．ＳＡＮＤＳ
製）；ＴＡＰ－１５、ＩＲ－７０６（山田化学工業製）；を挙げることができる。
　これらの近赤外線吸収剤は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
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　本発明において、前記近赤外線吸収剤の使用量は所望の特性に応じて適宜選択されるが
、本発明に用いる樹脂１００重量％に対して、通常０．０１～１０．０重量％、好ましく
は０．０１～８．０重量％、さらに好ましくは０．０１～５．０重量％である。
　近赤外線吸収剤の使用量が上記範囲内にあると、吸収波長の入射角依存性が小さく、近
赤外線カット能、４３０～５８０ｎｍの範囲における透過率および強度に優れた近赤外線
カットフィルターを得ることができる。
【００５７】
　近赤外線吸収剤の使用量が上記範囲より多いと、近赤外線吸収剤の特性がより強く表れ
る近赤外線カットフィルターを得ることができる場合もあるが、４３０～５８０ｎｍの範
囲における透過率が所望の値より低下する恐れや、樹脂層や近赤外線カットフィルターと
して強度が低下する恐れがあり、近赤外線吸収剤の使用量が上記範囲より少ないと、４３
０～５８０ｎｍの範囲における透過率が高い近赤外線カットフィルターを得ることができ
る場合もあるが、近赤外線吸収剤の特性が表れにくく、吸収波長の入射角依存性が小さな
近赤外線カットフィルターを得ることが困難になる場合がある。
【００５８】
　＜樹脂層の光学特性＞
　本発明の樹脂層は、（ｉ）吸収極大波長（以下「λmax」ともいう）を６００～８００
（ｎｍ）の間に有し、好ましくは６４０～７７０（ｎｍ）、より好ましくは６６０～７２
０（ｎｍ）に有する。前記λmaxを上記波長範囲に有することで、近赤外光に感度を有す
るＣＭＯＳに入射される光の波長範囲が限定されるため、ＣＭＯＳ等により撮像された画
像の色が、実際に目視で観察される色合いにより近いものとなる。
【００５９】
　〈その他の成分〉
　前記樹脂層には、本発明の効果を損なわない範囲において、さらに、酸化防止剤、紫外
線吸収剤および界面活性剤等のその他の成分を添加することができる。
【００６０】
　酸化防止剤としては、例えば２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノール、２，２
'－ジオキシ－３，３'－ジ－ｔ－ブチル－５，５'－ジメチルジフェニルメタンおよびテ
トラキス［メチレン－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピ
オネート］メタンが挙げられる。
【００６１】
　紫外線吸収剤としては、例えば２，４－ジヒドロキシベンゾフェノンおよび２－ヒドロ
キシ－４－メトキシベンゾフェノンが挙げられる。
　後述する溶液キャスティング法により樹脂層を製造する場合には、界面活性剤や消泡剤
を添加することで樹脂層の製造を容易にすることができる。
【００６２】
　上記界面活性剤としては、市販品もしくはラジカル重合により得られる下記のような共
重合体（Ｓ）を使用することができ、これらは単独で、もしくは２種以上を組み合わせて
使用することができる。
【００６３】
　共重合体（Ｓ）は、フッ素化アルキル基含有単量体（Ｍ１）、ポリオキシエチレン鎖含
有単量体（Ｍ２）およびシリコーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体（Ｍ３）を共重合
することにより得られ、必要によりさらに上記（Ｍ１）～（Ｍ３）以外の単量体を用いて
もよい。
　前記フッ素化アルキル基含有単量体（Ｍ１）としては、下記式（Ｍ－１－１）および（
Ｍ－１－２）で表わされる単量体などが挙げられる。
【００６４】
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【化３】

【００６５】
【化４】

【００６６】
　前記ポリオキシエチレン鎖含有単量体（Ｍ２）としては、新中村化学工業（株）製、Ｎ
Ｋ－エステルＭ－４０Ｇ、Ｍ－９０Ｇ、ＡＭ－９０Ｇ、日油（株）製ブレンマーＰＭＥ－
２００、ＰＭＥ－４００およびＰＭＥ－５５０等が挙げられる。
　前記シリコーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体（Ｍ３）としては、下記一般式（Ｍ
３'）で表される構成単位を含有する単量体等が挙げられる。
【００６７】
【化５】

【００６８】
（式（Ｍ３'）中、Ｒ4は、炭素原子数１～２０のアルキル基、または、フェニル基を表し
、Ｒ5およびＲ6はそれぞれ独立に、炭素原子数１～２０のアルキル基、フェニル基、また
は、一般式（２）を表し、ｍは０～２００の整数を表す。なお、式（２）中、Ｒ7、Ｒ8お
よびＲ9は、それぞれ独立に、炭素原子数１～２０のアルキル基、または、フェニル基を
表し、ｎは０～２００の整数を表す。）
【００６９】
　また、シリコーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体（Ｍ３）のより具体的な例として
は、下記式Ｍ－３－１～３で表わされる単量体が挙げられる。
【００７０】
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【化６】

【００７１】
【化７】

【００７２】
【化８】

【００７３】
（式Ｍ－３－１～３中、Ｍｅ、Ｐｈはそれぞれメチル基、フェニル基を表し、ｒ、ｓおよ
びｔはそれぞれ独立に、０～２００の整数を表す。）
【００７４】
　前記共重合体（Ｓ）の製造方法は、何ら制限はなく、公知の方法、即ちラジカル重合法
、カチオン重合法、アニオン重合法等の重合機構に基づき、溶液重合法、塊状重合法、更
にエマルジョン重合法等によって製造できるが、特にラジカル重合法が簡便であり工業的
に好ましい。ラジカル重合法では、ラジカル開始剤などの重合開始剤を使用することがで
きる。
【００７５】
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　前記共重合体（Ｓ）を製造する際の、共重合体（Ｓ）の原料となる単量体の合計１００
質量％に対する単量体（Ｍ１）、（Ｍ２）および（Ｍ３）それぞれの配合割合は、単量体
（Ｍ１）が好ましくは２０～５０質量％、より好ましくは２５～４０質量％、単量体（Ｍ
２）が好ましくは１５～４０質量％、より好ましくは２０～３５質量％、単量体（Ｍ３）
が好ましくは１０～３０質量％、より好ましくは１５～２５質量％である。また、共重合
体（Ｓ）の重量平均分子量は、好ましくは５，０００～２５，０００であり、さらに好ま
しくは１０，０００～２５，０００であり、特に好ましくは１５，０００～２５，０００
である。
【００７６】
　上述の共重合体（Ｓ）以外の界面活性剤としては、例えばフッ素系界面活性剤およびシ
リコーン系界面活性剤を挙げることができ、これらはそれぞれ併用して使用することもで
きる。
【００７７】
　フッ素系界面活性剤としては、末端、主鎖および側鎖の少なくともいずれかの部位にフ
ロロアルキル基および／またはフロロアルキレン基を有する化合物が好ましい。
　フッ素系界面活性剤の市販品としては、例えばＢＭ－１０００、ＢＭ－１１００（以上
、ＢＭ　ＣＨＥＭＩＥ社製）；メガファックＦ１４２Ｄ、同Ｆ１７２、同Ｆ１７３、同Ｆ
１８３、同Ｆ１７８、同Ｆ１９１、同Ｆ４７１、同Ｆ４７６（以上、大日本インキ化学工
業（株）製）；フロラードＦＣ－１７０Ｃ、同－１７１、同－４３０、同－４３１（以上
、住友スリーエム（株）製）；サーフロンＳ－１１２、同－１１３、同－１３１、同－１
４１、同－１４５、同－３８２、サーフロンＳＣ－１０１、同－１０２、同－１０３、同
－１０４、同－１０５、同－１０６（以上、旭硝子（株）製）；エフトップＥＦ３０１、
同３０３、同３５２（以上、新秋田化成（株）製）；フタージェントＦＴ－１００、同－
１１０、同－１４０Ａ、同－１５０、同－２５０、同－２５１、同－３００、同－３１０
、同－４００Ｓ、フタージェントＦＴＸ－２１８、同－２５１（以上、（株）ネオス製）
；を挙げることができる。
【００７８】
　シリコーン系界面活性剤としては、例えばトーレシリコーンＤＣ３ＰＡ、同ＤＣ７ＰＡ
、同ＳＨ１１ＰＡ、同ＳＨ２１ＰＡ、同ＳＨ２８ＰＡ、同ＳＨ２９ＰＡ、同ＳＨ３０ＰＡ
、同ＳＨ－１９０、同ＳＨ－１９３、同ＳＺ－６０３２、同ＳＦ－８４２８、同ＤＣ－５
７、同ＤＣ－１９０（以上、東レ・ダウコーニング・シリコーン（株）製）；ＴＳＦ－４
４４０、ＴＳＦ－４３００、ＴＳＦ－４４４５、ＴＳＦ－４４４６、ＴＳＦ－４４６０、
ＴＳＦ－４４５２（以上、ＧＥ東芝シリコーン（株）製）；オルガノシロキサンポリマー
ＫＰ３４１（信越化学工業（株）製）；を挙げることができる。
【００７９】
　なお、酸化防止剤、紫外線吸収剤および界面活性剤等の添加剤は、樹脂層を製造する際
に、樹脂成分などとともに混合してもよいし、樹脂を合成する際に添加してもよい。また
、添加量は、所望の特性に応じて適宜選択されるが、それぞれ樹脂１００重量部に対して
、通常０．０１～５．０重量部、好ましくは０．０５～２．０重量部である。
【００８０】
　≪樹脂層の製造方法≫
　近赤外線吸収剤を含有した樹脂層は、例えば、前記樹脂、近赤外線吸収剤および必要に
より前記その他の成分を溶融混練りして得られたペレットを溶融成形する方法、樹脂、近
赤外線吸収剤、溶剤および必要により前記その他の成分を含む液状樹脂組成物から溶剤を
除去して得られたペレットを溶融成形する方法、または、上述の液状樹脂組成物をキャス
ティング（キャスト成形）する方法により製造することができる。
【００８１】
　（Ａ）溶融成形
　溶融成形方法としては、例えば、射出成形、溶融押出成形およびブロー成形を挙げるこ
とができる。
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【００８２】
　（Ｂ）キャスティング
　キャスト成形方法としては、上記液状樹脂組成物を適切な基材の上にキャスティングし
て溶剤を除去すればよいが、例えば、スチールベルト、スチールドラムあるいはポリエス
テルフィルム等の基材の上に、上述の液状樹脂組成物を塗布して溶剤を乾燥させることで
塗膜を形成し、その後該基材から塗膜を剥離することにより、樹脂層を単独で得ることが
できる。
　あるいは、前記ガラス基板に上述の液状組成物をコーティングして溶剤を乾燥させるこ
とで、ガラス基板上に、直接、樹脂層を形成することができる。
【００８３】
　前記方法で得られた樹脂層中の残留溶剤量は可能な限り少ない方がよく、通常３重量％
以下、好ましくは１重量％以下、さらに好ましくは０．５重量％以下である。樹脂層中の
残留溶剤量が３重量％を超える場合、経時的に樹脂層が変形したり、樹脂層の特性が変化
したりして所望の機能が発揮できなくなることがある。
【００８４】
　≪硬化層≫
　前記樹脂層とガラス基板は、互いに化学的な組成、および熱線膨張率が異なるため、樹
脂層とガラス基板との間に硬化層を設けて、それらの十分な密着性を確保することが好ま
しい。本発明に用いる硬化層は樹脂層とガラス基板との間の密着性を確保できる材料から
なれば、特に限定されないが、例えば、（ａ）（メタ）アクリロイル基含有化合物に由来
する構造単位、（ｂ）カルボン酸基含有化合物に由来する構造単位、および（ｃ）エポキ
シ基含有化合物に由来する構造単位を有すると、樹脂層とガラス基板との密着性が高くな
るため好ましい。
【００８５】
　〈（ａ）（メタ）アクリロイル基含有化合物に由来する構造単位〉
　構造単位（ａ）としては、（メタ）アクリロイル基含有化合物に由来する構造単位であ
れば特に限定されるものではない。（メタ）アクリロイル基含有化合物としては、例えば
、単官能、２官能または３官能以上の（メタ）アクリル酸エステルが、重合性が良好であ
る点から好ましい。本発明において、「（メタ）アクリル」は、「アクリル」または「メ
タクリル」を意味する。
【００８６】
　上記単官能（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えば２－ヒドロキシエチルアクリ
レート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ジエチレングリコールモノエチルエーテ
ルアクリレート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルメタクリレート、（２－アク
リロイルオキシエチル）（２－ヒドロキシプロピル）フタレート、（２－メタクリロイル
オキシエチル）（２－ヒドロキシプロピル）フタレートおよびω―カルボキシポリカプロ
ラクトンモノアクリレートを挙げることができる。
【００８７】
　これらの市販品としては、商品名で、例えば、アロニックスＭ－１０１、同Ｍ－１１１
、同Ｍ－１１４、同Ｍ－５３００（以上、東亞合成（株）製）；ＫＡＹＡＲＡＤ　ＴＣ－
１１０Ｓ、同　ＴＣ－１２０Ｓ（以上、日本化薬（株）製）；ビスコート１５８、同２３
１１（以上、大阪有機化学工業（株）製）を挙げることができる。
【００８８】
　上記２官能（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えばエチレングリコールジアクリ
レート、プロピレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、
ジエチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、テトラ
エチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、９，
９－ビス[４－（２－アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン、１，６－ヘキ
サンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、１，９－ノ
ナンジオールジアクリレートおよび１，９－ノナンジオールジメタクリレートを挙げるこ
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とができる。
【００８９】
　これらの市販品としては、商品名で、例えばアロニックスＭ－２１０、同Ｍ－２４０、
同Ｍ－６２００（以上、東亞合成（株）製）；ＫＡＹＡＲＡＤ　ＨＤＤＡ、同　ＨＸ－２
２０、同　Ｒ－６０４（以上、日本化薬（株）製）；ビスコート２６０、同３１２、同３
３５ＨＰ（以上、大阪有機化学工業（株）製）；ライトアクリレート１，９－ＮＤＡ（共
栄社化学（株）製）；を挙げることができる。
【００９０】
　上記３官能以上の（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えばトリメチロールプロパ
ントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトー
ルトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリトール
テトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリト
ールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタメタクリレート、ジペンタエリ
スリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタ
エリスリトールヘキサアクリレートとの混合物、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリ
レート、エチレンオキサイド変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、トリ（２
－アクリロイルオキシエチル）フォスフェート、トリ（２－メタクリロイルオキシエチル
）フォスフェートのほか、直鎖アルキレン基および脂環式構造を有し且つ２個以上のイソ
シアネート基を有する化合物と、分子内に１個以上の水酸基を有し且つ３個、４個または
５個の（メタ）アクリロイルオキシ基を有する化合物とを反応させて得られる多官能ウレ
タンアクリレート系化合物を挙げることができる。
【００９１】
　３官能以上の（メタ）アクリル酸エステルの市販品としては、商品名で、例えばアロニ
ックスＭ－３０９、同Ｍ－３１５、同Ｍ－４００、同Ｍ－４０５、同Ｍ－４５０、同Ｍ－
７１００、同Ｍ－８０３０、同Ｍ－８０６０、同ＴＯ－１４５０（以上、東亞合成（株）
製）；ＫＡＹＡＲＡＤ　ＴＭＰＴＡ、同　ＤＰＨＡ、同　ＤＰＣＡ－２０、同　ＤＰＣＡ
－３０、同　ＤＰＣＡ－６０、同　ＤＰＣＡ－１２０、同　ＤＰＥＡ－１２（以上、日本
化薬（株）製）；ビスコート２９５、同３００、同３６０、同ＧＰＴ、同３ＰＡ、同４０
０（以上、大阪有機化学工業（株）製）；や、多官能ウレタンアクリレート系化合物を含
有する市販品として、ニューフロンティア　Ｒ－１１５０（第一工業製薬（株）製）；Ｋ
ＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ－４０Ｈ（日本化薬（株）製）を挙げることができる。
　上記硬化層には、これらの（メタ）アクリロイル基含有化合物（ａ）を１種単独でまた
は２種以上を混合して使用することができる。
【００９２】
　〈（ｂ）カルボン酸基含有化合物に由来する構造単位〉
　構造単位（ｂ）としては、カルボン酸基を含有する化合物に由来する構造単位であれば
特に限定されるものではない。カルボン酸基含有化合物としては、例えばモノカルボン酸
、ジカルボン酸、ジカルボン酸の無水物およびカルボン酸基を有する重合体を挙げること
ができる。
【００９３】
　モノカルボン酸としては、例えばアクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、２－アクリ
ロイルオキシエチルコハク酸、２－メタクリロイルオキシエチルコハク酸、２－アクリロ
イルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸および２－メタクリロイルオキシエチルヘキサヒ
ドロフタル酸を挙げることができる。
【００９４】
　上記ジカルボン酸としては、例えばマレイン酸、フマル酸およびシトラコン酸を挙げる
ことができる。
　上記ジカルボン酸の無水物としては、上記ジカルボン酸の無水物等を挙げることができ
る。
【００９５】
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　また、カルボン酸基を有する重合体としては、カルボン酸基を含有する化合物である、
例えばアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸および無水マレイン酸等から選ばれる１種
以上の重合性を有する化合物からなる重合体、または、これらの化合物と前記（メタ）ア
クリロイル基含有化合物との共重合体を好適に用いることができる。
【００９６】
　これらのうち、共重合反応性の点から、アクリル酸、メタクリル酸、２－アクリロイル
オキシエチルコハク酸、２－メタクリロイルオキシエチルコハク酸または無水マレイン酸
が好ましい。
【００９７】
　〈（ｃ）エポキシ基含有化合物に由来する構造単位〉
　構造単位（ｃ）としては、エポキシ基含有化合物に由来する構造単位であれば特に限定
されるものではない。エポキシ基(オキシラニル基)含有化合物としては、例えば、（メタ
）アクリル酸オキシラニル（シクロ）アルキルエステル、α－アルキルアクリル酸オキシ
ラニル（シクロ）アルキルエステルおよび不飽和結合を有するグリシジルエーテル化合物
等のオキシラニル基を有する不飽和化合物；オキセタニル基を有する（メタ）アクリル酸
エステル等のオキセタニル基を有する不飽和化合物を挙げることができる。
【００９８】
　（メタ）アクリル酸オキシラニル（シクロ）アルキルエステルとして、例えば（メタ）
アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸２－メチルグリシジル、４－ヒドロキシブチ
ル（メタ）アクリレートグリシジルエーテル、（メタ）アクリル酸３，４－エポキシブチ
ル、（メタ）アクリル酸６，７－エポキシヘプチル、（メタ）アクリル酸３，４－エポキ
シシクロヘキシルおよび（メタ）アクリル酸３，４－エポキシシクロヘキシルメチルを挙
げることができ、α－アルキルアクリル酸オキシラニル（シクロ）アルキルエステルとし
て、例えばα－エチルアクリル酸グリシジル、α－ｎ－プロピルアクリル酸グリシジル、
α－ｎ－ブチルアクリル酸グリシジル、α－エチルアクリル酸６，７－エポキシヘプチル
およびα－エチルアクリル酸３，４－エポキシシクロヘキシルを挙げることができ、不飽
和結合を有するグリシジルエーテル化合物として、例えばｏ－ビニルベンジルグリシジル
エーテル、ｍ－ビニルベンジルグリシジルエーテルおよびｐ－ビニルベンジルグリシジル
エーテルを挙げることができ、オキセタニル基を有する（メタ）アクリル酸エステルとし
て、例えば３－（（メタ）アクリロイルオキシメチル）オキセタン、３－（（メタ）アク
リロイルオキシメチル）－３－エチルオキセタン、３－（（メタ）アクリロイルオキシメ
チル）－２－メチルオキセタン、３－（（メタ）アクリロイルオキシエチル）－３－エチ
ルオキセタン、２－エチル－３－（（メタ）アクリロイルオキシエチル）オキセタン、３
－メチル－３－（メタ）アクリロイルオキシメチルオキセタンおよび３－エチル－３－（
メタ）アクリロイルオキシメチルオキセタンを挙げることができる。
【００９９】
　これらのうち特に、メタクリル酸グリシジル、メタクリル酸２－メチルグリシジル、メ
タクリル酸３，４－エポキシシクロヘキシル、メタクリル酸３，４－エポキシシクロヘキ
シルメチル、３－メタクリロイルオキシメチル－３－エチルオキセタン、３－メチル－３
－メタクリロイルオキシメチルオキセタンまたは３－エチル－３－メチルオキセタンが、
重合性の点から好ましい。
【０１００】
　〈任意成分〉
　前記硬化層には、本発明の効果を損なわない範囲において、酸発生剤、密着助剤、界面
活性剤、重合開始剤等の任意成分を添加することができる。これらの添加量は、所望の特
性に応じて適宜選択されるが、前記（メタ）アクリロイル基含有化合物、前記カルボン酸
基含有化合物および前記エポキシ基含有化合物の合計１００重量部に対して、それぞれ通
常０．０１～１５．０重量部、好ましくは０．０５～１０．０重量部であることが望まし
い。
【０１０１】
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　＜重合開始剤＞
　前記重合開始剤は、紫外線や電子線等の光線に感応してモノマー成分の重合を開始しう
る活性種を生じる成分である。このような重合開始剤としては特に限定されるものではな
いが、Ｏ－アシルオキシム化合物、アセトフェノン化合物、ビイミダゾール化合物、アル
キルフェノン化合物、ベンゾフェノン化合物などを挙げることができる。これらの具体例
としては、エタノン－１－〔９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバ
ゾール－３－イル〕－１－（Ｏ－アセチルオキシム）、１－〔９－エチル－６－ベンゾイ
ル－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル〕－オクタン－１－オンオキシム－Ｏ－アセテー
ト、１－〔９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９．Ｈ．－カルバゾール－３－
イル〕－エタン－１－オンオキシム－Ｏ－ベンゾエート、１－〔９－ｎ－ブチル－６－（
２－エチルベンゾイル）－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル〕－エタン－１－オンオキ
シム－Ｏ－ベンゾエート、エタノン－１－［９－エチル－６－（２－メチル－４－テトラ
ヒドロフラニルベンゾイル）－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル］－１－（Ｏ－アセチ
ルオキシム）、１，２－オクタンジオン－１－[４－（フェニルチオ）－２－（Ｏ－ベン
ゾイルオキシム）]、エタノン－１－〔９－エチル－６－（２－メチル－４－テトラヒド
ロピラニルベンゾイル）－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル〕－１－（Ｏ－アセチルオ
キシム）、エタノン－１－〔９－エチル－６－（２－メチル－５－テトラヒドロフラニル
ベンゾイル）－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル〕－１－（Ｏ－アセチルオキシム）、
エタノン－１－〔９－エチル－６－｛２－メチル－４－（２，２－ジメチル－１，３－ジ
オキソラニル）メトキシベンゾイル｝－９．Ｈ．－カルバゾール－３－イル〕－１－（Ｏ
－アセチルオキシム）、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェ
ニル）－ブタン－１－オン、２－ジメチルアミノ－２－（４－メチルベンジル）－１－（
４－モルフォリン－４－イル－フェニル）－ブタン－１－オン、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、１－フェニル－２－ヒド
ロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、１－（４－ｉ－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、４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル－（
２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン、１－ヒドロキシシクロヘキシルベンゾフェノン
、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなどを挙げることができる。これらの重
合開始剤は単独で、または２種以上を混合して使用することができる。
【０１０２】
　硬化層は、例えば、前記（メタ）アクリロイル基含有化合物、前記カルボン酸基含有化
合物、前記エポキシ基含有化合物および必要により前記任意成分を含む組成物（Ｉ）を溶
融混練りして得られたペレットを溶融成形する方法、該組成物（Ｉ）および溶剤を含む液
状組成物から溶剤を除去して得られたペレットを溶融成形する方法、または、上述の液状
組成物をキャスティング（キャスト成形）する方法により製造することができる。
　溶融成形する方法およびキャスト成形する方法としては、前記と同様の方法等が挙げら
れる。
【０１０３】
　前記（メタ）アクリロイル基含有化合物の配合量は、組成物（Ｉ）１００重量部あたり
、好ましくは３０～７０重量部、さらに好ましくは４０～６０重量部であり、前記カルボ
ン酸基含有化合物の配合量は、組成物（Ｉ）１００重量部あたり、好ましくは５～３０重
量部、さらに好ましくは１０～２５重量部であり、前記エポキシ基含有化合物の配合量は
、組成物（Ｉ）１００重量部あたり、好ましくは１５～５０重量部、さらに好ましくは２
０～４０重量部である。
【０１０４】
　また、任意成分の配合量は、所望の特性に応じて適宜選択されるが、組成物（Ｉ）１０
０重量部あたり、好ましくは０．０１～１５．０重量部、さらに好ましくは０．０５～１
０．０重量部である。
【０１０５】
　硬化層の厚みは、本発明の効果を損なわない限り特に制限されないが、好ましくは０．
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１～５．０μｍ、さらに好ましくは０．２～３．０μｍである。
【０１０６】
　≪誘電体多層膜≫
　本発明に用いられる誘電体多層膜は、近赤外線を反射および／または吸収する能力を有
する膜である。本発明において、誘電体多層膜は前記積層板の片面に設けてもよいし、両
面に設けてもよい。片面に設ける場合には、製造コストや製造容易性に優れ、両面に設け
る場合には、高い強度を有し、ソリの生じにくい近赤外線カットフィルターを得ることが
できる。
【０１０７】
　誘電体多層膜の材料としては、例えばセラミックを用いることができる。光の干渉の効
果を利用した近赤外線カットフィルターを形成するためには、屈折率の異なるセラミック
を２種以上用いることが好ましい。
【０１０８】
　あるいは、近赤外域に吸収を有する貴金属膜を近赤外線カットフィルターの可視光の透
過率に影響のないよう、厚みと層数を考慮して用いることも好ましい。
　誘電体多層膜としては具体的には、高屈折率材料層と低屈折率材料層とを交互に積層し
た構成を好適に用いることができる。
【０１０９】
　高屈折率材料層を構成する材料としては、屈折率が１．７以上の材料を用いることがで
き、屈折率の範囲が通常は１．７～２．５の材料が選択される。
　この材料としては、例えば、酸化チタン、酸化ジルコニウム、五酸化タンタル、五酸化
ニオブ、酸化ランタン、酸化イットリウム、酸化亜鉛、硫化亜鉛または酸化インジウムを
主成分とし酸化チタン、酸化錫および／または酸化セリウムなどを少量含有させたものが
挙げられる。
【０１１０】
　低屈折率材料層を構成する材料としては、屈折率が１．６以下の材料を用いることがで
き、屈折率の範囲が通常は１．２～１．６の材料が選択される。
　この材料としては、例えば、シリカ、アルミナ、フッ化ランタン、フッ化マグネシウム
および六フッ化アルミニウムナトリウムが挙げられる。
【０１１１】
　前記積層板に誘電体多層膜を形成する方法としては、特に制限はないが、例えば、ＣＶ
Ｄ法、スパッタ法、真空蒸着法などにより、高屈折率材料層と低屈折率材料層とを交互に
積層した誘電体多層膜を形成し、これを前記積層板に接着剤で張り合わせる方法、前記積
層板上に、直接、ＣＶＤ法、スパッタ法、真空蒸着法などにより、高屈折率材料層と低屈
折率材料層とを交互に積層した誘電体多層膜を形成する方法を挙げることができる。
【０１１２】
　これら高屈折率材料層および低屈折率材料層の各層の厚みは、通常、遮断しようとする
赤外線波長λ（ｎｍ）の０．１λ～０．５λの厚みである。厚みが上記範囲外になると、
屈折率（ｎ）と膜厚（ｄ）との積（ｎ×ｄ）がλ／４で算出される光学的膜厚と大きく異
なって反射・屈折の光学的特性の関係が崩れてしまい、特定波長の遮断・透過をコントロ
ールしにくい傾向にある。
【０１１３】
　また、誘電体多層膜における積層数は、好ましくは５～５０層であり、より好ましくは
１０～４５層である。
　さらに、誘電体多層膜を蒸着した際に基板にソリが生じてしまう場合には、これを解消
するために、基板両面へ誘電体多層膜を蒸着する、基板の誘電多層膜を蒸着した面に紫外
線等の放射線を照射する等の方法をとる事ができる。なお、放射線を照射する場合、誘電
体多層膜の蒸着を行いながら照射してもよいし、蒸着後別途照射してもよい。
【０１１４】
　≪可視光反射防止層≫
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　本発明に用いられる可視光反射防止層は、樹脂層と空気の界面における可視光の反射を
防止、または低減させるものであれば、特に限定されるものではない。前記可視光反射防
止層は、樹脂層のガラス基板が積層された面の反対側の表面に形成することが好ましい。
　なお、前記誘電体多層膜を前記積層板の両面に設ける場合には、可視光反射防止層を設
けなくてもよく、前記積層板の片面に前記誘電体多層膜を設ける場合には、該積層板の誘
電体多層膜が積層された面と反対側の表面に形成することが好ましい。
【０１１５】
　可視光反射防止層は、例えば、前記誘電体多層膜で説明した高屈折率材料と低屈折率材
料とを、ＣＶＤ法、スパッタ法、真空蒸着法などで積層数１～５層に積層することで形成
することができる。ほかに、樹脂層の表面に熱および／またはＵＶ硬化性材料を塗布した
後、金型等を用いて、この材料に数十～数百ｎｍオーダーの円錐形等の微細形状を転写し
、更に熱および／またはＵＶによりこの材料を硬化させ、可視光反射防止層を形成する方
法、または、後述する調製例１２や、１３に挙げるような屈折率の異なるゾルゲル材料（
アルコキシド等を加水分解、重合させ、コロイド状にしたものを溶液中に分散させた材料
）を塗布し、積層して可視光反射防止層を形成する方法（ウェット塗布）を用いることが
できる。なお、ゾルゲル材料を用いる場合、通常、熱を用いて硬化させるが、エネルギー
線（例えば紫外線等）を用いて、縮合触媒となる酸等を発生させ硬化させる、いわゆる光
硬化によって可視光反射防止層を形成させてもよい（特開２０００-１０９５６０、特開
２０００-１６４８）。
【０１１６】
　なかでも、誘電体多層膜を形成する際に用いる材料、設備をそのまま使用できる点から
、前記誘電体多層膜を形成するのと同様の方法で可視光反射防止層を形成する方法、また
は、生産性の向上の点から、前記のウェット塗布により可視光反射防止層を形成する方法
を好適に用いることができる。
【０１１７】
　可視光反射防止層の厚みは、本発明の効果を損なわない限り特に制限されないが、好ま
しくは０．０１～１．０μｍ、さらに好ましくは０．０５～０．５μｍである。
【０１１８】
　〔近赤外線カットフィルターの用途〕
　これら本発明で得られる近赤外線カットフィルターは、入射角依存性が小さく、優れた
近赤外線カット能をする。したがってカメラモジュールのＣＣＤやＣＭＯＳなどの固体撮
像素子用視感度補正用として有用である。特に、デジタルスチルカメラ、携帯電話用カメ
ラ、デジタルビデオカメラ、ＰＣカメラ、監視カメラ、自動車用カメラ、携帯情報端末、
パソコン、ビデオゲーム、医療機器、ＵＳＢメモリー、携帯ゲーム機、指紋認証システム
、デジタルミュージックプレーヤー、玩具ロボットおよびおもちゃ等に有用である。さら
に、自動車や建物などのガラス等に装着される熱線カットフィルターなどとしても有用で
ある。
【０１１９】
　本発明の近赤外線カットフィルターは特に入射角依存性が小さいため、一般に、レンズ
、カバーガラス、ＣＭＯＳ等から構成されるカメラモジュールの任意の位置に組み込むこ
とが可能となり、更にハンダリフロー工程に対応できる耐熱性を有するため、携帯電話用
カメラモジュールを携帯電話のメイン基板へ完全自動実装することが可能となる、上記の
特長から特に、携帯電話用カメラモジュール用の近赤外線カットフィルターとして、品質
・コスト・デザインの面で大幅なメリットが期待される。
【実施例】
【０１２０】
　以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例
に限定されるものではない。
【０１２１】
　重量平均分子量
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　本発明におけるＧＰＣによる重量平均分子量（以下、Ｍｗと記す。）の測定は東ソー（
株）製ＨＬＣ８２２０システムを用い、以下の条件で行った。
分離カラム：東ソー（株）製ＴＳＫｇｅｌＧＭＨHR－Ｎを４本使用。
カラム温度：４０℃
移動層：和光純薬工業（株）製テトラヒドロフラン
流速：１．０ｍｌ／分
試料濃度：１．０質量％
試料注入量：１００マイクロリットル
検出器：示差屈折計
【０１２２】
　波長別透過率特性
　波長３５０～１２００ｎｍの範囲の波長別の光線透過率を日立分光光度計Ｕ－４１００
（日立製作所社製）を用いて測定した。
　ここでは、８００ｎｍ以下の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向
から測定した場合の透過率が７０％となる最も長い波長（Ｘａ）と、波長５８０ｎｍ以上
の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合の透過率が
３０％となる最も短い波長（Ｘｂ）とを測定した。
【０１２３】
　波長５６０～８００ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターに対し、垂直方向
から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙａ）、および波長５６０～８００
ｎｍの範囲において、近赤外線カットフィルターの垂直方向に対して３０°の角度から測
定した場合の透過率が５０％となる波長の値（Ｙｂ）を測定した。
　また、吸収極大波長、波長４３０～５８０ｎｍの範囲における透過率の平均値、波長８
００～１０００ｎｍの範囲における透過率の平均値を測定した。
【０１２４】
　リフローテスト
　近赤外線カットフィルターを厚さ１ｍｍのガラスエポキシ基板ＳＬ－ＥＰ（日東シンコ
ー社製）上にカプトンテープで固定し、千住金属工業社製リフロー装置（ＳＴＲ－２０１
０Ｎ２Ｍ－III）にてＪＥＤＥＣ規格のＪ－ＳＴＤ－０２Ｄに準拠し、最高温度約２７０
℃に達する半田リフロー処理を行い、波長５６０ｎｍ～８００ｎｍの範囲において、フィ
ルターの垂直方向から測定した場合の透過率が５０％となる波長の値の変化値（リフロー
による半値変化（ｎｍ））を下記式より求め、その絶対値を耐リフロー性とした。
　リフローによる半値変化（ｎｍ）＝[半田リフロー処理前の透過率が５０％となる波長
の値（Ｙa）]－[半田リフロー処理後の透過率が５０％となる波長の値（Ｚａ）]
【０１２５】
　密着性評価
　ＪＩＳ　Ｋ－５４００－１９９０の８．５．３に記載の付着性碁盤目テープ法により樹
脂層のガラス基板に対する密着性を評価した。なお、全く剥れが見られない場合を［◎］
、剥れは見られないものの各碁盤目の端部が一部欠けた場合を［○］、一部でも剥れが見
られた場合を［×］とした。
【０１２６】
　外観評価
　下記実施例、参考例、比較例で得られた近赤外線カットフィルターの外観を、反りや歪
みが全く見られない場合を［◎］、若干の反りがあるものの実際の使用に支障がない場合
を［○］、反りや歪みがひどく、実際の使用が困難な場合を［×］として評価した。
【０１２７】
　（単量体の合成）
　＜合成例１＞　《１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物の製造》
　内容積５リットルのハステロイ製(ＨＣ２２)オートクレーブに、ピロメリット酸５５２
ｇ、活性炭にロジウムを担持させた触媒（エヌ・イーケムキャット（株）（N.E. Chemcat
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 Corporation）製）２００ｇおよび水１６５６ｇを仕込み、攪拌をしながら反応器内を窒
素ガスで置換した。次に、水素ガスで反応器内を置換し、反応器の水素圧を５．０ＭＰａ
として６０℃まで昇温した。水素圧を５．０ＭＰａに保ちながら２時間反応させた。反応
器内の水素ガスを窒素ガスで置換し、反応液をオートクレーブより抜き出し、この反応液
を熱時濾過して触媒を分離した。濾過液をロータリーエバポレータで減圧下に水を蒸発さ
せて濃縮し、結晶を析出させた。析出した結晶を室温で固液分離し、乾燥させて１，２，
４，５-シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物４８１ｇ（収率８５．０％）を得た。
【０１２８】
　＜合成例２＞　《ポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）の合成》
　攪拌機、温度計、ディーンスターク管、窒素導入管および冷却管を取り付けた１Ｌの三
口フラスコに、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレン１５７．６８ｇ（４
５０ｍｍｏｌ）、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１，１，１，３，３，３－
ヘキサフルオロプロパン１６．８１ｇ（５０ｍｍｏｌ）、２，６－ジフルオロベンゾニト
リル６９．５５ｇ（５００ｍｍｏｌ）および炭酸カリウム７６．０２ｇ（５５０ｍｍｏｌ
）をはかりとった。窒素置換後、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）８９７ｍＬ
、トルエン４４８ｍＬを加えて攪拌した。オイルバスで反応液を１３０℃で加熱還流させ
た。反応によって生成する水はディーンスターク管にトラップした。３時間後、水の生成
がほとんど認められなくなったところで、トルエンをディーンスターク管から系外に除去
した。反応温度を徐々に１５０℃まで上げ、２時間攪拌を続けた後、反応液を放冷し、テ
トラヒドロフラン（ＴＨＦ）２．３Ｌを加えて希釈した。反応液に不溶の無機塩をろ過し
、ろ液をメタノール３Ｌに注いで生成物を沈殿させた。沈殿した生成物をろ過、乾燥後、
ＴＨＦ３．２Ｌに溶解し、これをメタノール２Ｌに注いで再沈殿させた。
沈殿した白色粉末をろ過、乾燥し、ポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）を６９ｇ得た。ＧＰＣ
で測定したポリスチレン換算の数平均分子量は５３，０００、重量平均分子量は１０５，
０００であった。
【０１２９】
　＜合成例３＞　《ポリイミド系樹脂（Ｐ－２）の合成》
　温度計、撹拌器、窒素導入管、側管付き滴下ロート、ディーンスターク管および冷却管
を備えた５００ｍＬの５つ口フラスコに、窒素気流下、４，４’－ジアミノジフェニルエ
ーテル１０．０ｇ（０．０５モル）と、溶剤としてＮ－メチル－２－ピロリドン８５ｇと
を仕込んで溶解させた後、合成例１で得られた１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカ
ルボン酸二無水物１１．２ｇ（０．０５モル）を室温にて固体のまま１時間かけて分割投
入し、室温下２時間撹拌した。次に、共沸脱水溶剤としてキシレン３０．０ｇを添加し、
１８０℃に昇温して３時間反応を行い、ディーンスターク管でキシレンを還流させて、共
沸してくる生成水を分離した。３時間後、水の留出が終わったことを確認し、１時間かけ
て１９０℃に昇温しながらキシレンを留去し２９．０ｇを回収した後、内温が６０℃にな
るまで空冷してポリイミド系樹脂（Ｐ－２）のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液１０５．
４ｇを得た。
【０１３０】
　（その他の成分の合成）
　＜合成例４＞　《界面活性剤（共重合体（Ｓ－１））の合成》
　攪拌装置、コンデンサーおよび温度計を備えたガラスフラスコに前記式Ｍ－１－１で表
わされるフッ素化アルキル基含有単量体２８．４質量部、単量体Ｍ２としてＮＫ－エステ
ルＭ－９０Ｇ（新中村化学社製）２０．７質量部、下記式Ｍ－３－４で表わされるシリコ
ーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体１８．１質量部、テトラメチレングリコールの両
末端がメタクリレート化された化合物３．４質量部、メチルメタクリレート５．９質量部
、２－エチルヘキシルアクリレート２３．５質量部およびイソプロピルアルコール（以下
、ＩＰＡと略す）４１４質量部を仕込み、窒素ガス気流中、還流下で、重合開始剤として
アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）０．７質量部、連鎖移動剤としてラウリルメル
カプタン４質量部を添加した後、７５℃にて８時間還流して共重合を行い、共重合体（Ｓ
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－１）を得た。得られた共重合体（Ｓ－１）の分子量は、数平均分子量が２，８００であ
り、重量平均分子量が５，３００であった。また、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．９で
あった。
【０１３１】
【化９】

【０１３２】
　＜合成例５＞　《界面活性剤（共重合体（Ｓ－２））の合成》
　攪拌装置、コンデンサーおよび温度計を備えたガラスフラスコに前記式Ｍ－１－１で表
わされるフッ素化アルキル基含有単量体２８．４質量部、単量体Ｍ２としてＮＫ－エステ
ルＭ－９０Ｇ（新中村化学社製）２０．７質量部、前記式Ｍ－３－４で表わされるシリコ
ーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体１８．１質量部、テトラメチレングリコールの両
末端がメタクリレート化された化合物３．４質量部、メチルメタクリレート５．９質量部
、２－エチルヘキシルアクリレート２３．５質量部およびＩＰＡ４１４質量部を仕込み、
窒素ガス気流中、還流下で、重合開始剤としてＡＩＢＮ０．７質量部、連鎖移動剤として
ラウリルメルカプタン１質量部を添加した後、７５℃にて８時間還流して共重合を行い、
共重合体（Ｓ－２）を得た。得られた共重合体（Ｓ－２）の分子量は、数平均分子量が４
，７００であり、重量平均分子量が１１，０００であった。また、分子量分布（Ｍｗ／Ｍ
ｎ）は２．３であった。
【０１３３】
　＜合成例６＞　《界面活性剤（共重合体（Ｓ－３））の合成》
　攪拌装置、コンデンサーおよび温度計を備えたガラスフラスコに前記式Ｍ－１－１で表
わされるフッ素化アルキル基含有単量体２８．４質量部、単量体Ｍ２としてＮＫ－エステ
ルＭ－９０Ｇ（新中村化学社製）２０．７質量部、前記式Ｍ－３－４で表わされるシリコ
ーン鎖を有するエチレン性不飽和単量体１８．１質量部、テトラメチレングリコールの両
末端がメタクリレート化された化合物３．４質量部、メチルメタクリレート５．９質量部
、２－エチルヘキシルアクリレート２３．５質量部およびＩＰＡ４１４質量部を仕込み、
窒素ガス気流中、還流下で、重合開始剤としてＡＩＢＮ０．７質量部を添加した後、７３
℃にて１０時間還流して共重合を行い、共重合体（Ｓ－３）を得た。得られた共重合体（
Ｓ－３）の分子量は、数平均分子量が５，６００であり、重量平均分子量が２１，０００
であった。また、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は３．８であった。
【０１３４】
　(硬化性組成物の調製)
　＜調製例１＞　《硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の調製》
　ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレ
ートとの混合物(商品名：ＫＡＹＡＲＡＤ ＤＰＨＡ(日本化薬（株）製))２０重量部、９
，９－ビス[４－（２－アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン３０重量部、
メタクリル酸２０重量部、メタクリル酸グリシジル３０重量部、３－グリシドキシプロピ
ルトリメトキシシラン３重量部、１－ヒドロキシシクロヘキシルベンゾフェノン（商品名
：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４、チバ・スペシャリティ・ケミカル(株)製)５重量部およびサ
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ンエイドＳＩ－１１０主剤(三新化学工業（株）製)１重量部を混合し、固形分濃度が５０
ｗｔ％になるようにジエチレングリコールエチルメチルエーテルに溶解した後、孔径０．
２μｍのミリポアフィルタでろ過し、硬化性組成物溶液（Ｇ－１）を調製した。
【０１３５】
　＜調製例２＞　《硬化性組成物溶液（Ｇ－２）の調製》
　イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性トリアクリレート（商品名：アロニックスＭ－
３１５、東亜合成化学（株）製）３０重量部、１，９－ノナンジオールジアクリレート２
０重量部、メタクリル酸２０重量部、メタクリル酸グリシジル３０重量部、３－グリシド
キシプロピルトリメトキシシラン５重量部、１－ヒドロキシシクロヘキシルベンゾフェノ
ン（商品名：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４、チバ・スペシャリティ・ケミカル(株)製)５重量
部およびサンエイドＳＩ－１１０主剤(三新化学工業（株）製)１重量部を混合し、固形分
濃度が５０ｗｔ％になるようにプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶
解した後、孔径０．２μｍのミリポアフィルタでろ過し、硬化性組成物溶液（Ｇ－２）を
調製した。
【０１３６】
　＜調製例３＞　《硬化性組成物溶液（Ｇ－３）の調製》
　９，９－ビス[４－（２－アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン３０重量
部、１，９－ノナンジオールジアクリレート２０重量部、メタクリル酸２０重量部、メタ
クリル酸グリシジル３０重量部、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン５重量部
、１－ヒドロキシシクロヘキシルベンゾフェノン（商品名：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４、チ
バ・スペシャリティ・ケミカル(株)製)５重量部およびサンエイドＳＩ－１１０主剤(三新
化学工業（株）製)１重量部を混合し、固形分濃度が５０ｗｔ％になるようにプロピレン
グリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、孔径０．２μｍのミリポアフィ
ルタでろ過し、硬化性組成物溶液（Ｇ－３）を調製した。
【０１３７】
　＜調製例４＞　《硬化性組成物溶液（Ｇ－４）の調製》
　ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレ
ートとの混合物(商品名：ＫＡＹＡＲＡＤ ＤＰＨＡ(日本化薬（株）製))１０重量部、１
，９－ノナンジオールジアクリレート３０重量部、メタクリル酸２５重量部、メタクリル
酸グリシジル３５重量部、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン３重量部、１－
ヒドロキシシクロヘキシルベンゾフェノン（商品名：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４、チバ・ス
ペシャリティ・ケミカル(株)製)４重量部、１，２－オクタンジオン－１－[４－（フェニ
ルチオ）－２－（Ｏ－ベンゾイルオキシム）] （商品名：ＩＲＧＡＣＵＲＥ　ＯＸＥ０１
、チバ・スペシャリティ・ケミカル(株)製)）３重量部およびサンエイドＳＩ－１１０主
剤(三新化学工業（株）製)０．５重量部を混合し、固形分濃度が５０ｗｔ％になるように
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、孔径０．２μｍのミ
リポアフィルタでろ過し、硬化性組成物溶液（Ｇ－４）を調製した。
【０１３８】
　＜調製例５＞　《硬化性組成物溶液（Ｇ－５）の調製》
　９，９－ビス[４－（２－アクリロイルオキシエトキシ)フェニル]フルオレン３０重量
部、１，９－ノナンジオールジアクリレート４０重量部、ジペンタエリスリトールペンタ
アクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートとの混合物(商品名：ＫＡＹ
ＡＲＡＤ ＤＰＨＡ(日本化薬（株）製)１０重量部、１，９－ノナンジオールジアクリレ
ート３０重量部、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン５重量部および１－ヒド
ロキシシクロヘキシルベンゾフェノン（商品名：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４、チバ・スペシ
ャリティ・ケミカル(株)製)５重量部を混合し、固形分濃度が５０ｗｔ％になるようにプ
ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに溶解した後、孔径０．２μｍのミリ
ポアフィルタでろ過し、硬化性組成物溶液（Ｇ－５）を調製した。
【０１３９】
　(近赤外線吸収剤入り樹脂溶液の調製)
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　＜調製例６＞　樹脂溶液（Ｄ－１）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（
Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．００重量部となる
ように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、合成
例４で得られた界面活性剤（共重合体（Ｓ－１））の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹脂/界面
活性剤の比が１００重量部/０．１０重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－１)を得た
。
【０１４０】
　＜調製例７＞　樹脂溶液（Ｄ－２）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（
Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．１０重量部となる
ように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、さら
に、合成例５で得られた界面活性剤（共重合体（Ｓ－２））の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹
脂/界面活性剤の比が１００重量部/０．１０重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－２)を得た
。
【０１４１】
　＜調製例８＞　樹脂溶液（Ｄ－３）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（
Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．１０重量部となる
ように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、さら
に、合成例６で得られた界面活性剤（共重合体（Ｓ－３））の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹
脂/界面活性剤の比が１００重量部/０．１０重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－３)を得た
。
【０１４２】
　＜調製例９＞　　樹脂溶液（Ｄ－４）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤Ｌｕｍｏｇｅｎ　
ＩＲ７６５(ＢＡＳＦ社製)を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．００重量部と
なるように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、
さらに、合成例６で得られた界面活性剤（共重合体（Ｓ－３））の１％ＤＭＡｃ希釈溶液
を樹脂/界面活性剤の比が１００重量部/０．１５重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－４)を得た
。
【０１４３】
　＜調製例１０＞　樹脂溶液（Ｄ－５）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（
Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．００重量部となる
ように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、さら
に、フタージェントＦＴＸ－２１８（（株）ネオス製）の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹脂/
界面活性剤の比が１００重量部/０．２０重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－５)を得た
。
【０１４４】
　＜調製例１１＞　樹脂溶液（Ｄ－６）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤Ｌｕｍｏｇｅｎ　
ＩＲ７６５(ＢＡＳＦ社製)を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/０．１０重量部と
なるように添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、
合成例６で得られた界面活性剤（共重合体（Ｓ－３））の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹脂/
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界面活性剤の比が１００重量部/０．１５重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－６)を得た
。
【０１４５】
　＜比較調製例１＞　樹脂溶液（Ｄ－７）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）を固形分濃度が１０ｗｔ％となるよ
うにジクロロメタンに溶解した後、界面活性剤としてフタージェントＦＴＸ－２１８（（
株）ネオス製）の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹脂/界面活性剤の比が１００重量部/０．１５
重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－７)を得た
。
【０１４６】
　＜比較調製例２＞　樹脂溶液（Ｄ－８）の調製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＳＩＲ１５９(三
井化学（株）製)を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/１．１０重量部となるよう
に添加し、固形分濃度が１０ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解した後、界面活性
剤としてフタージェントＦＴＸ－２１８（（株）ネオス製）の１％ＤＭＡｃ希釈溶液を樹
脂/界面活性剤の比が１００重量部/０．１５重量部となるように添加した。
これらを混合した後、孔径５μｍのミリポアフィルタでろ過して樹脂溶液(Ｄ－８)を得た
。
【０１４７】
　（ウェット塗布用高屈折率組成物の調製）
　＜調製例１２＞　高屈折率組成物（Ｗ－１）の調製
　攪拌機付の容器内に、フェニルトリメトキシシラン（１０１．２ｇ、０．５１モル）と
、電気伝導率が８×１０-5Ｓ・ｃｍ-1のイオン交換水（１４．８ｇ、０．８２モル）とを
収容した後、温度６０℃、６時間の条件で加熱攪拌することにより、フェニルトリメトキ
シシランの加水分解を行った。次いで、メチルイソブチルケトン（以下、ＭＩＢＫと略記
）を滴下しながら、加水分解により副生したメタノールを蒸留除去した。そして、最終的
に固形分を２２重量％に調整して、ポリシロキサンを含有する溶液（以下、ポリシロキサ
ン（１）と称する。）を得た。得られたポリシロキサン（１）について、ＧＰＣを用いて
ポリスチレン換算の重量平均分子量を測定したところ、１５００であった。
【０１４８】
　また、窒素置換した撹拌機付きの容器内に、テトラブトキシチタン（１２９．３ｇ、０
．３８モル）を収容した後、温度８５℃で加熱攪拌下、電気伝導度が８×１０-5Ｓ・ｃｍ
-1のイオン交換水（１３．１ｇ、０．７３モル）をブチルアルコール２５７．５ｇに溶解
したものを滴下ロートより１時間かけて滴下後、温度８５℃、２時間加熱攪拌を行った。
【０１４９】
　次いで、ロータリーエバポレータを用いて、溶媒および加水分解により副生したブチル
アルコールを除去することで６３．４ｇの白色結晶を得た。そして、ＭＩＢＫを加えて、
最終的に固形分を２２重量％に調整して、ポリチタノキサンを含有する溶液（以下、ポリ
チタノキサン（１）と称する。）を得た。
【０１５０】
　次いで、ポリシロキサン（１）（固形分および溶剤）２６重量部、ポリチタノキサン（
１）（固形分および溶剤）７４重量部、光酸発生剤（サートマー社製、ＣＤ１０１２）０
．７重量部、および脱水剤であるオルト蟻酸メチル３．０重量部をそれぞれ均一に混合し
て、高屈折率組成物（Ｗ－１）を得た。
【０１５１】
　得られた高屈折率組成物（Ｗ－１）を大気条件下、シリコンウエハー上に回転塗布し、
厚さが０．１５μｍとなるように塗膜を形成した。形成した塗膜に対して、大気下、温度
２５℃で、露光量が３００ｍＪ／ｃｍ2（照射時間３秒）となるように、オーク製作所（
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株）製のコンベア式高圧水銀ランプ（２ｋＷ）を用いて紫外線を照射し、硬化膜を形成し
た。
　得られた硬化膜における６３３ｎｍにおける屈折率を、エリプソメーターを用いて測定
したところ屈折率は１．７０であった。
【０１５２】
　（ウェット塗布用低屈折率組成物の調製）
　＜調製例１３＞　低屈折率組成物（Ｗ－２）の調製
　攪拌機付の容器内に、メチルトリメトキシシラン（６９．４ｇ、０．５１モル）と、電
気伝導率が８×１０-5Ｓ・ｃｍ-1のイオン交換水（１４．８ｇ、０．８２モル）とを収容
した後、温度６０℃、６時間の条件で加熱攪拌することにより、メチルトリメトキシシラ
ンの加水分解を行った。次いで、ＭＩＢＫを滴下しながら、加水分解により副生したメタ
ノールを蒸留除去した。そして、最終的に固形分を２２重量％に調整して、ポリシロキサ
ンを含有する溶液（以下、ポリシロキサン（２）と称する。）を得た。得られたポリシロ
キサン（２）について、ＧＰＣを用いてポリスチレン換算の重量平均分子量を測定したと
ころ、２０００であった。
【０１５３】
　次いで、ポリシロキサン（２）（固形分および溶剤）１００重量部、光酸発生剤（サー
トマー社製、ＣＤ１０１２）０．７重量部、および脱水剤であるオルト蟻酸メチル３．０
重量部をそれぞれ均一に混合して、低屈折率組成物（Ｗ－２）を得た。
【０１５４】
　得られた低屈折率組成物（Ｗ－２）を大気条件下、シリコンウエハー上に回転塗布し、
厚さが０．１５μｍとなるように塗膜を形成した。
　形成した塗膜に対して、大気下、温度２５℃で、露光量が３００ｍＪ／ｃｍ2（照射時
間３秒）となるように、オーク製作所（株）製のコンベア式高圧水銀ランプ（２ｋＷ）を
用いて紫外線を照射し、硬化膜を形成した。
　得られた硬化膜における６３３ｎｍにおける屈折率を、エリプソメーターを用いて測定
したところ屈折率は１．４１であった。
【０１５５】
　＜フィルム作製例１＞ フィルム（Ｆ－１）の作製
　合成例２で得られたポリエーテル系樹脂（Ｐ－１）に近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（
Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１００重量部/０．１２重量部となる
ように添加し、固形分濃度が８ｗｔ％となるようにジクロロメタンに溶解し、溶液を得た
後、孔径５μｍのミリポアフィルタで該溶液のろ過を行った。ろ液を平滑なガラス板上に
キャストし、２００℃で７時間、さらに減圧下２００℃で８時間乾燥して、厚さ３０μｍ
のフィルム（Ｆ－１）を得た。
【０１５６】
　＜フィルム作製例２＞　フィルム（Ｆ－２）の作製
　合成例３で得られたポリイミド系樹脂（Ｐ－２）のＮ－メチル－２－ピロリドン溶液に
近赤外線吸収剤ＡＢＳ６７０Ｔ（Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比が１
００重量部/０．１２重量部となるように添加し、固形分濃度が５ｗｔ％となるようにＮ
－メチル－２－ピロリドンで希釈した後、これをガラス板に塗布し、９０℃のホットプレ
ート上で１時間加熱して溶剤（Ｎ－メチル－２－ピロリドン）を蒸発させた後、ガラス板
から剥がして自立膜を得た。この自立膜をステンレス製の固定治具に固定して２００℃で
５時間真空乾燥した後、窒素気流下、温度２２０℃で５時間加熱して溶剤をさらに蒸発さ
せ、厚さ３０μｍのフィルム（Ｆ－２）を得た。
【０１５７】
　＜フィルム作製例３＞　フィルム（Ｆ－３）の作製
　２，６―ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル（ＮＤＣＭ）とエチレングリコール
（ＥＧ）とをＥＧ／ＮＤＣＭ＝２．２（モル比）で溶解させ、エステル交換触媒として酸
化ゲルマニウムをＮＤＣＭ１０ｇに対して１．６モルを添加し、３．０ｋｇ／ｃｍ2の加
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圧下でエステル交換反応を行った。
【０１５８】
　次いで高温高真空下で常法通り重縮合反応を行い、ペレット形状のポリエチレンナフタ
レートを得た。このペレット形状のポリエチレンナフタレートを１７０℃で５時間乾燥後
、押出機ホッパーに供給し、更に、近赤外線吸収剤としてＡＢＳ６７０Ｔ（Ｅｘｃｉｔｏ
ｎ社製）をポリエチレンナフタレート１００重量部に対して、０．０２重量部となるよう
に、それぞれ押出機ホッパーに投入し、溶融温度２９０℃で、ポリエチレンナフタレート
およびＡＢＳ６７０Ｔを溶融し、近赤外線吸収剤を含有した溶融ポリマーを１ｍｍのスリ
ット状ダイを通して表面温度５０℃の冷却ドラム上に押出し、約１ｍｍ厚のシートを得た
。
　このシートにおいて、目視にて、ＡＢＳ６７０Ｔがポリエチレンナフタレートに均一に
溶解していることを確認した。更に得られたシートを１３０℃にて予熱し、更に８８０℃
の表面温度のＩＲヒーターにて３．０倍に縦延伸を行い、続いてテンターに供給し、１４
０℃にて３．３倍に横延伸した。得られた二軸配向フィルムを２２０℃の温度で１０秒間
熱固定し、厚み９０μｍのフィルム（Ｆ－３）を得た。
【０１５９】
　＜フィルム作製例４＞ フィルム（Ｆ－４）の作製
　ポリエーテルスルホン（住友化学工業社製、スミカエクセル７６００Ｐ）を固形分濃度
が１６％になるようにＤＭＡｃに８５℃で攪拌しながら溶解した。この溶液を一旦、２５
℃まで冷却した後、ＡＢＳ６７０Ｔ（Ｅｘｃｉｔｏｎ社製）を樹脂/近赤外線吸収剤の比
が１００重量部/０．０２重量部となるように常温下で加え、攪拌した。得られた液状物
をガラス支持体上に流延し、ホットプレートにより設定温度１００℃で１時間の条件で溶
媒を蒸発させた後、熱風式乾燥機により設定温度２５０℃１時間の条件で熱処理を行い、
ガラス板から剥離し、膜厚３５μｍの近赤外線吸収剤入りフィルム（Ｆ－４）を得た。
【０１６０】
　(積層板の作成)
　＜積層板作製例１＞　積層板（Ｋ－１）の作製
　７００μｍの厚みを有するガラス基板に調製例１で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－１
）をスピンコートで塗布した後、ホットプレート上８０℃で２分間加熱し溶剤を揮発除去
し、硬化層を形成した。この際、該硬化層の膜厚が０．８μｍ程度となるようにスピンコ
ーターの塗布条件を調整した。次に、該硬化層上に、スピンコーターを用いて調製例６で
得られた樹脂溶液(Ｄ－１)を長波長側半値が６４６ｎｍとなるような条件で塗布し、ホッ
トプレート上８０℃で５分間加熱し、溶剤を揮発除去し、樹脂層を形成した。次いで、ガ
ラス面側からコンベア式露光機を用いて露光(露光量１Ｊ/ｃｍ2、照度２００ｍＷ)し、そ
の後オーブン中２３０℃で２０分間焼成して積層板（Ｋ－１）を得た。
【０１６１】
　＜積層板作製例２＞　積層板（Ｋ－２）の作製
　樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例１０で得られた樹脂溶液（Ｄ－５）を用いた以外
は積層板作成例１と同様の方法で積層板（Ｋ－２）を作成した。
【０１６２】
　＜積層板作製例３＞　積層板（Ｋ－３）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の代わりに調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例７で得られた樹脂溶液（Ｄ－２）を用い
た以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－３）を作成した。
【０１６３】
　＜積層板作製例４＞　積層板（Ｋ－４）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の代わりに調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例８で得られた樹脂溶液（Ｄ－３）を用い
た以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－４）を作成した。
【０１６４】
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　＜積層板作製例５＞　積層板（Ｋ－５）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の代わりに調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例１０で得られた樹脂溶液（Ｄ－５）を用
いた以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－５）を作成した。
【０１６５】
　＜積層板作製例６＞　積層板（Ｋ－６）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の代わりに調製例３で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－３
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例８で得られた樹脂溶液（Ｄ－３）を用い
た以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－６）を作成した。
【０１６６】
　＜積層板作製例７＞　積層板（Ｋ－７）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－1）の代わりに調製例３で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－３
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例９で得られた樹脂溶液（Ｄ－４）を用い
た以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－７）を作成した。
【０１６７】
　＜積層板作製例８＞　積層板（Ｋ－８）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－1）の代わりに調製例４で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－４
）を用いた以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－８）を作成した。
【０１６８】
　＜積層板作製例９＞　積層板（Ｋ－９）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－1）の代わりに調製例４で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－４
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例８で得られた樹脂溶液（Ｄ－３）を用い
た以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－９）を作成した。
【０１６９】
　＜積層板作製例１０＞　積層板（Ｋ－１０）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－1）の代わりに調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例１０で得られた樹脂溶液（Ｄ－５）を用
いた以外は積層板の作成例１と同様の方法で積層板を作成し、さらに樹脂層上に蒸着温度
２００℃で可視光反射を防止する多層蒸着膜（可視光反射防止層）〔シリカ（ＳｉＯ2：
膜厚１０～１００ｎｍ）層とチタニア（ＴｉＯ2：膜厚１０～１２０ｎｍ）層とが交互に
積層されてなるもの，積層数４〕を形成し、積層板（Ｋ－１０）を得た。
【０１７０】
　＜積層板作製例１１＞　積層板（Ｋ－１１）の作製
　積層板作製例８と同様にして積層板を作成し、この積層板の樹脂層上に前記調製例１２
で得られた高屈折率組成物（Ｗ－１）を回転塗布し、厚さが０．１μｍになるように塗膜
を形成した。形成した塗膜に対して、大気下、温度２５℃で、露光量が３００ｍＪ／ｃｍ
2（照射時間３秒）となるように、オーク製作所（株）製のコンベア式高圧水銀ランプ（
２ｋＷ）を用いて紫外線を照射し、高屈折率膜を形成した。
【０１７１】
　次いで、前記高屈折率膜上に、前記調製例１３で得られた低屈折率組成物（Ｗ－２）を
回転塗布し、厚さが０．１μｍになるように塗膜を形成した。形成した塗膜に対して、大
気下、温度２５℃で、露光量が３００ｍＪ／ｃｍ2（照射時間３秒）となるように、オー
ク製作所（株）製のコンベア式高圧水銀ランプ（２ｋＷ）を用いて紫外線を照射し、低屈
折率膜を形成し、ガラス基板側から順に硬化層、樹脂層、高屈折率膜および低屈折率膜を
有する積層板（Ｋ－１１）を得た。
【０１７２】
　＜積層板作製例１２＞　積層板Ｋ－１２の作製
　５０μｍの厚みを有するガラス基板に調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２）
をスリットコートで塗布した後、ホットプレート上８０℃で２分間加熱し、溶剤を揮発除
去し、硬化層を形成した。この際、硬化層の膜厚が１．０μｍ程度となるようにスリット
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コーターの塗布条件を調整した。次に、ガラス基板の硬化層上に、スリットコーターを用
いて調製例１１で得られた樹脂溶液(Ｄ－６)を長波長側半値が６４６ｎｍとなるような条
件で塗布し、ホットプレート上８０℃で５分間加熱し、溶剤を揮発除去した。次いで、ガ
ラス面側からコンベア式露光機を用いて露光(露光量１Ｊ/ｃｍ2、照度２００ｍＷ)し、そ
の後オーブン中２３０℃で２０分間焼成して積層板（Ｋ－１２）を得た。
【０１７３】
　＜積層板作製例１３＞　積層板（Ｋ－１３）の作製
　５０μｍの厚みを有するガラス基板に、調製例６で得られた樹脂溶液(Ｄ－１)のみを長
波長側半値が６４６ｎｍとなるような条件でスピン塗布し、ホットプレート上８０℃で５
分間加熱し、溶剤を揮発除去した。次いで、ガラス面側からコンベア式露光機を用いて露
光(露光量１Ｊ/ｃｍ2、照度２００ｍＷ)し、その後オーブン中２３０℃で２０分間焼成し
て積層板（Ｋ－１３）を得た。
【０１７４】
　＜積層板作製例１４＞　積層板（Ｋ－１４）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－1）の代わりに調製例５で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－５
）(アクリル系のみ)を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに調製例８で得られた樹脂溶液
（Ｄ－３）を用いた以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｋ－１４）を作成し
た。
【０１７５】
　＜積層板作製例１５＞　積層板（Ｋ－１５）の作製
　７００μｍの厚みを有するガラス基板に調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）をスピンコートで塗布した後、ホットプレート上８０℃で２分間加熱し、溶剤を揮発除
去し、硬化層を形成した。この際、硬化層の膜厚が０．８μｍ程度となるようにスピンコ
ーターの塗布条件を調整した。次に、該硬化層上に、フィルム作製例１で得られたフィル
ム(Ｆ－１)を貼合装置を用いて貼り合せた後、ガラス面側からコンベア式露光機を用いて
露光(露光量１Ｊ/ｃｍ2、照度２００ｍＷ)し、その後オーブン中２３０℃で２０分間焼成
して積層板（Ｋ－１５）を得た。
【０１７６】
　＜積層板作製例１６＞　積層板（Ｋ－１６）の作製
　フィルム（Ｆ－１）の代わりにフィルム作製例２で得られたフィルム（Ｆ－２）を用い
た以外は積層板作製例１５と同様にして、積層板（Ｋ－１６）を作成した。
【０１７７】
　＜積層板作製例１７＞　積層板（Ｋ－１７）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－２）の代わりに調製例３で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－３
）を用い、フィルム（Ｆ－１）の代わりにフィルム作製例３で得られたフィルム（Ｆ－３
）を用いた以外は積層板作成例１５と同様の方法で、積層板（Ｋ－１７）を作成した。
【０１７８】
　＜積層板作製例１８＞　積層板（Ｋ－１８）の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－２）の代わりに調製例４で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－４
）を用い、フィルム（Ｆ－１）の代わりにフィルム作製例４で得られたフィルム（Ｆ－４
）を用いた以外は積層板の作成例１５と同様の方法で、積層板（Ｋ－１８）を作成した。
【０１７９】
　＜比較積層板作製例１＞　積層板Ｒ－１の作製
　硬化性組成物溶液（Ｇ－１）の代わりに調製例２で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－２
）を用い、樹脂溶液（Ｄ－１）の代わりに比較調製例１で得られた樹脂溶液（Ｄ－７）を
用いた以外は積層板作成例１と同様の方法で、積層板（Ｒ－１）を作成した。
【０１８０】
　＜比較積層板作製例２＞　　積層板（Ｒ－２）の作製
　７００μｍの厚みを有するガラス基板に調製例１で得られた硬化性組成物溶液（Ｇ－１
）をスピンコートで塗布した後、ホットプレート上８０℃で２分間加熱し、溶剤を揮発除
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去し、硬化層を形成した。この際、硬化層の膜厚が０．８μｍ程度となるようにスピンコ
ーターの塗布条件を調整した。次に、該硬化層上に、スピンコーターを用いて比較調製例
２で得られた樹脂溶液(Ｄ－８)を積層板の吸収極大波長における光線透過率が２％となる
ような条件で塗布し、ホットプレート上８０℃で５分間加熱し、溶剤を揮発除去した。次
いで、ガラス面側からコンベア式露光機を用いて露光(露光量１Ｊ/ｃｍ2、照度２００ｍ
Ｗ)し、その後オーブン中２３０℃で２０分間焼成して、積層板（Ｒ－２）を得た。
【０１８１】
　上記で得られた積層板（Ｋ－１）～（Ｋ－１８）、積層板（Ｒ－１）および積層板（Ｒ
－２）における、樹脂層の膜厚、ガラス基板に対する樹脂層の密着性、およびこれら積層
板の吸収極大波長を測定した。結果を下記表１のそれぞれ対応する、実施例Ｋ'－１～Ｋ'
－１１、参考例Ｋ'－１２、実施例Ｋ'－１３～Ｋ'－１８、比較例Ｒ'－１および比較例Ｒ
'－２の欄に示す。
　なお、樹脂層の膜厚は、触針式膜厚計を用いて測定し、積層板の吸収極大波長は分光光
度計を用いて測定した。
【０１８２】
　＜近赤外線カットフィルター作成例＞
　積層板Ｋ－１～１８、及び積層板Ｒ－１～２のガラス基板上に、蒸着温度２００℃で近
赤外線を反射する多層蒸着膜（誘電体多層膜）〔シリカ（ＳｉＯ2：膜厚２０～２５０ｎ
ｍ）層とチタニア（ＴｉＯ2：膜厚７０～１３０ｎｍ）層とが交互に積層されてなるもの
，積層数４４〕を形成し、対応する近赤外線カットフィルターＫ'－１～１８、及びＲ'－
１～２を得た。多層蒸着膜の総厚はいずれも約５．５μｍであった。
【０１８３】
　＜実施例Ｋ'－１～Ｋ'－１１、参考例Ｋ'－１２、実施例Ｋ'－１３～Ｋ'－１８、比較
例Ｒ'－１～２＞
　得られた近赤外線カットフィルターＫ'－１～１８、及びＲ'－１～２について光学特性
評価、リフローテスト、密着性評価および外観評価を行った。結果について、下記表１に
まとめる。なお、表中Ｘａは８００ｎｍ以下の波長領域において、近赤外線カットフィル
ターの垂直方向から測定した場合の透過率が７０％となる最も長い波長、Ｘｂは波長５８
０ｎｍ以上の波長領域において、近赤外線カットフィルターの垂直方向から測定した場合
の透過率が３０％となる最も短い波長、Ｙａは垂直方向から測定した場合の波長５６０～
８００ｎｍの範囲において透過率が５０％となる波長の値、Ｙｂは垂直方向に対して３０
°の角度から測定した場合の波長５６０～８００ｎｍの範囲において透過率が５０％とな
る波長の値、Ｚａは半田リフロー試験後における垂直方向から測定した場合の波長５６０
～８００ｎｍの範囲において透過率が５０％となる波長の値である。
【０１８４】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【０１８５】
　本発明の近赤外線カットフィルターは、デジタルスチルカメラ、携帯電話用カメラ、デ
ジタルビデオカメラ、ＰＣカメラ、監視カメラ、自動車用カメラ、携帯情報端末、パソコ
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ン、ビデオゲーム、医療機器、ＵＳＢメモリー、携帯ゲーム機、指紋認証システム、デジ
タルミュージックプレーヤー、玩具ロボット、およびおもちゃ等に好適に用いることがで
きる。さらに、自動車や建物などのガラス等に装着される熱線カットフィルターなどとし
ても好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１８６】
１：カメラモジュール
２：レンズ鏡筒
３：フレキシブル基板
４：中空パッケージ
５：レンズ
６：近赤外線カットフィルター
６'：本発明で得られる近赤外線カットフィルター
７：ＣＣＤまたはＣＭＯＳイメージセンサー
８：近赤外線カットフィルター
９：分光光度計

【図１】

【図２】

【図３】
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