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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明樹脂フィルム上に少なくともハードコート層と、第１光学干渉層と、第２光学干渉層
とがこの順で積層された減反射材において、
　前記第１光学干渉層の屈折率はハードコート層の屈折率より高く、その屈折率差は０．
０１～０．０５であり、かつ第２光学干渉層の屈折率は第１光学干渉層の屈折率より低く
、第１光学干渉層の膜厚／第２光学干渉層の膜厚の比率が１．６～１．８であることを特
徴とする減反射材。
【請求項２】
光の波長５００～６５０ｎｍの領域における反射率の振幅の差の最大値が１％以下であり
、かつＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８
７２９に基づくａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ＊）２＋（ｂ＊）２｝１／２が５以下である
ことを特徴とする請求項１に記載の減反射材。
【請求項３】
ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７０１
に基づく視感度反射率Ｙが１．５％以下であることを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の減反射材。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反射材を、ディスプレイの前面に備える
ことを特徴とする電子画像表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視感度波長範囲（光の波長５００～６５０ｎｍ）における反射率を一定化（
以下、反射率のフラット化と称する）して塗布層の膜厚変動に起因する着色むらを抑制す
ることができる減反射材及びそれを備えた電子画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ディスプレイは、テレビジョン用やモニター用として広く普及している。特
に、ディスプレイの薄型化や大型化が進んでおり、プラズマディスプレイ（ＰＤ）、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ）等が注目されている。これ
ら大型のディスプレイには、視認性向上のために、反射防止処理を施こすと同時に、色再
現性の問題から着色の少ない減反射材が求められている。
【０００３】
　例えば、写り込みと着色のない高画質の画像を診断画像として表示することができる医
療用ディスプレイが提案されている（例えば、特許文献１を参照）。この医療用ディスプ
レイに用いられる反射防止フィルムは、透明支持体と、その上に設けられるハードコート
層と、該ハードコート層上に設けられる反射防止層とを有し、該反射防止層は透明支持体
側から中屈折率層、高屈曲性層及び低屈曲性層の３層で形成されている。そして、ＣＩＥ
標準イルミナントＤ６５に対する正反射光の色味（ａ＊値、ｂ＊値）などが特定範囲に設
定されている。
【０００４】
　さらに、本願出願人は、透明樹脂フィルム上にハードコート層を設け、そのハードコー
ト層上に減反射層を設けた減反射材を提案した（例えば、特許文献２を参照）。この減反
射材では、光の波長５００～６５０ｎｍにおける反射率の振幅の差の最大値が１％以下、
ＣＩＥ標準イルミナントＤ６５に対する視感度反射率が２％以下及びＣＩＥ標準イルミナ
ントＤ６５に対するａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ＊）２＋（ｂ＊）２｝１／２が１０以下
に設定されている。
【特許文献１】特開２００４－２９５０５５号公報（第２頁、第５頁及び第１８頁）
【特許文献２】特開２００６－１１６７５４号公報（第２頁、第３頁及び第１２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された反射防止フィルムにおいては、反射防止層（減
反射層）が３層構成であり、減反射特性に優れるものの、視感度波長範囲において反射率
は変化が大きく、一定（フラット）ではない。すなわち、反射防止層において膜厚変動が
起きやすく、その膜厚変動に起因して着色むらが見え、着色低減効果を十分に発揮するこ
とができなかった。
【０００６】
　また、特許文献２に記載の減反射材においては、減反射層が高屈折率層と低屈折率層で
構成される場合、それらの膜厚の比が１．０～１．１である（特許文献２の実施例４及び
実施例７）。このため、特許文献２の減反射材では、視感度波長範囲での光の波長に対す
る反射率のスペクトルにおける変動が大きくなり、反射率を一定化することが難しい。こ
のような相違点に起因して、減反射材の着色むらを抑えることができないという問題があ
った。
【０００７】
　そこで、本発明の目的とするところは、視感度波長範囲において反射率を一定化し、塗
布層の膜厚変動に起因する着色むらを抑制することができる減反射材及びそれを備えた電
子画像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明における第１の発明の減反射材は、透明樹脂フィルム上に少なくともハードコー
ト層と、第１光学干渉層と、第２光学干渉層とがこの順で積層されたものである。そして
、前記第１光学干渉層の屈折率はハードコート層の屈折率より高く、その屈折率差は０．
０１～０．０５であり、かつ第２光学干渉層の屈折率は第１光学干渉層の屈折率より低く
、第１光学干渉層の膜厚／第２光学干渉層の膜厚の比率が１．６～１．８であることを特
徴とする。
【０００９】
　第２の発明の減反射材は、第１の発明において、光の波長５００～６５０ｎｍの領域に
おける反射率の振幅の差の最大値が１％以下であり、かつＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣ
ＩＥ標準イルミナントＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７２９に基づくａｂクロマＣａｂ＊＝
｛（ａ＊）２＋（ｂ＊）２｝１／２が５以下であることを特徴とする。
【００１０】
　第３の発明の減反射材は、第１又は第２の発明において、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づく
ＣＩＥ標準イルミナントＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７０１に基づく視感度反射率Ｙが１
．５％以下であることを特徴とする。
【００１１】
　第４の発明の電子画像表示装置は、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反
射材を、ディスプレイの前面に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、次のような効果を発揮することができる。
　第１の発明の減反射材では、第１光学干渉層の屈折率はハードコート層の屈折率より高
く、その屈折率差は０．０１～０．０５であり、かつ第２光学干渉層の屈折率は第１光学
干渉層の屈折率より低く設定され、第１光学干渉層の膜厚／第２光学干渉層の膜厚の比率
が１．６～１．８に設定されている。このため、減反射材の視感度波長範囲における反射
率（反射スペクトル）を一定に近づける（フラット化する）ことができ、光の波長に対す
る反射スペクトルの変動を抑えることができる。従って、視感度波長範囲において反射率
を一定化し、塗布層の膜厚変動に起因する着色むらを抑制することができる。
【００１３】
　第２の発明の減反射材では、光の波長５００～６５０ｎｍの領域における反射率の振幅
の差の最大値が１％以下であり、かつＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナン
トＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７２９に基づくａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ＊）２＋（ｂ
＊）２｝１／２が５以下である。このため、第１の発明の効果に加えて、透明樹脂フィル
ムとハードコート層の屈折率差に起因する干渉むらを効果的に抑えることができるととも
に、第１光学干渉層及び第２光学干渉層よりなる減反射層の構成に由来する着色を抑制す
ることができる。
【００１４】
　第３の発明の減反射材では、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６
５に対するＪＩＳ　Ｚ８７０１に基づく視感度反射率Ｙが１．５％以下である。このため
、第１又は２の発明の効果に加えて、視感度反射率が低いため、より視認性に優れた減反
射材を提供することができる。
【００１５】
　第４の発明の電子画像表示装置は、前記減反射材をディスプレイの前面に備えるもので
ある。従って、電子画像表示装置において、第１から第３のいずれかの発明の減反射材に
よる効果を発揮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の最良の形態と思われる実施形態について詳細に説明する。
〔減反射材〕
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　図１に示すように、本実施形態の減反射材１０は、透明樹脂フィルム１１上に少なくと
もハードコート層１２と、減反射層１３としての第１光学干渉層１３ａと、同じく減反射
層１３としての第２光学干渉層１３ｂとがこの順で積層されたものである。そして、第１
光学干渉層１３ａの屈折率はハードコート層１２の屈折率より高く、その屈折率差は０．
０１～０．０５であり、かつ第２光学干渉層１３ｂの屈折率は第１光学干渉層１３ａの屈
折率より低く、第１光学干渉層１３ａの膜厚／第２光学干渉層１３ｂの膜厚の比率が１．
６～１．８である。
【００１７】
　第１光学干渉層１３ａの屈折率をハードコート層１２の屈折率より高く、その屈折率差
を０．０１～０．０５に設定し、かつ第２光学干渉層１３ｂの屈折率を第１光学干渉層１
３ａの屈折率より低く、第１光学干渉層１３ａの膜厚／第２光学干渉層１３ｂの膜厚の比
率を１．６～１．８に設定する。係る構成により、反射率の変動を抑え、反射率のフラッ
ト化を達成し、着色むらを抑制することができる。このため、膜厚の変動に基づく着色む
らを効果的に抑制することができる。
【００１８】
　さらに、減反射材１０は、視感度波長範囲（光の波長５００～６５０ｎｍ）の領域にお
ける反射率の振幅の差の最大値が１％以下であることが好ましく、０．５％以下であるこ
とがより好ましい。この最大値が１％より大きい場合には、透明樹脂フィルム１１とハー
ドコート層１２の屈折率差より生じる干渉むらが目立つようになり、着色むらを抑制する
ことが難しくなって好ましくない。なお、係る最大値の下限値は０．１％程度である。か
つ、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナント（光源）Ｄ６５に対するＪＩＳ
　Ｚ８７２９に基づくａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ＊）２＋（ｂ＊）２｝１／２が５以下
であることが好ましく、４以下であることがより好ましい。この値が５を超える場合には
、着色むらを抑制することが難しくなって好ましくない。なお、この値の下限値は０．１
程度である。
【００１９】
　加えて減反射材１０は、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６５に
対するＪＩＳ　Ｚ８７０１に基づく視感度反射率Ｙが１．５％以下であることが好ましく
、１．０％以下であることがより好ましい。視感度反射率Ｙが１．５％を超える場合には
、反射が大きくなって電子画像表示装置の画像の視認性が低下して好ましくない。なお、
視感度反射率Ｙの下限値は０．１％程度である。
【００２０】
　図２に示すように、減反射材１０としては、透明樹脂フィルム１１とハードコート層１
２との間に接着層１４が設けられた構成であってもよい。
（透明樹脂フィルム１１）
　まず、透明樹脂フィルム１１について説明する。該透明樹脂フィルム１１は、屈折率（
ｎ）が１．４５～１．７０の範囲内のものが好ましい。屈折率が低め（１．４５～１．５
５）の透明樹脂フィルム１１を形成する透明樹脂基材としては、例えばトリアセチルセル
ロース（ＴＡＣ、ｎ＝１．４８）等のアセチルセルロース（酢酸セルロース）、アクリル
樹脂（ＡＣ、ｎ＝１．５０）等が挙げられる。また、屈折率が高め（１．５５～１．７０
）の透明樹脂基材としては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ、ｎ＝１．６５
）等のポリエステル樹脂、ポリカーボネート（ＰＣ、ｎ＝１．５９）、ポリアリレート（
ＰＡＲ、ｎ＝１．６０）及びポリエーテルスルフォン（ＰＥＳ、ｎ＝１．６５）等が挙げ
られる。これらのうち、屈折率が低めの透明樹脂フィルム１１としてはＴＡＣフィルムが
、屈折率が高めの透明樹脂フィルム１１としてはＰＥＴフィルムが、成形の容易性及び入
手の容易さの点で好ましい。
【００２１】
　また、透明樹脂フィルム１１の膜厚は、好ましくは２５～４００μｍ、より好ましくは
４０～２００μｍである。この膜厚が２５μｍ未満の場合や４００μｍを超える場合には
、減反射材１０の製造時及び使用時における取り扱い性が低下して好ましくない。前記透
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明樹脂フィルム１１には、各種の添加剤が含有されていても良い。そのような添加剤とし
て例えば、紫外線吸収剤、帯電防止剤、安定剤、可塑剤、滑剤、難燃剤等が挙げられる。
（ハードコート層１２）
　次に、ハードコート層１２について説明する。ハードコート層１２の屈折率は１．４５
～１．７０の範囲内が好ましい。ハードコート層１２の屈折率が１．４５未満の場合又は
１．７０を超える場合には、透明樹脂フィルム１１とハードコート層１２の屈折率差から
生じる干渉むらが顕著に表れるため好ましくない。また、ハードコート層１２の膜厚は、
１～１０μｍであることが好ましい。ハードコート層１２の膜厚が１μｍ未満の場合には
、十分な表面強度が得られないため好ましくない。その一方、膜厚が１０μｍを超える場
合には、ハードコート層１２の耐屈曲性の低下等の問題が生じるため好ましくない。
【００２２】
　前記ハードコート層１２は屈折率及び膜厚が前記範囲内あれば、特に制限されない。ハ
ードコート層１２を形成する材料として例えば、単官能（メタ）アクリレート、多官能（
メタ）アクリレート、そしてテトラエトキシシラン等の反応性珪素化合物等の硬化物が挙
げられる。ここで、（メタ）アクリレートとは、アクリレートとメタクリレートの双方を
含む概念を意味する。以下、化合物が変わっても同様である。これらのうち生産性及び硬
度両立の観点より、紫外線硬化性の多官能アクリレートを含む組成物の重合硬化物である
ことが特に好ましい。
【００２３】
　紫外線硬化性の多官能アクリレートを含む組成物としては特に限定されない。例えば、
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレー
ト、テトラメチロールメタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，６－ビス（３－アクリロイルオキシ
－２－ヒドロキシプロピルオキシ）ヘキサン等の多官能アルコールのアクリル誘導体や、
ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリウレタンアクリレート、そして紫外線硬化
性ハードコート材として市販されているもの等が挙げられる。
【００２４】
　紫外線硬化性の多官能アクリレートを含む組成物には通常その他の成分が含まれるが、
係るその他の成分は特に制限されるものではない。その他の成分として例えば、無機又は
有機の微粒子状充填剤、無機又は有機の微粒子状顔料、及びそれ以外の無機又は有機微粒
子、重合体、重合開始剤、重合禁止剤、酸化防止剤、分散剤、界面活性剤、光安定剤及び
レベリング剤等の添加剤等が挙げられる。またウェットコーティング法において成膜後乾
燥させる限りは、任意の量の溶媒を添加することができる。
【００２５】
　ハードコート層１２の形成方法は特に制限されず、有機材料を用いた場合には、ロール
コート法やダイコート法等、一般的なウェットコート法により形成することができる。形
成した層は必要に応じて加熱や紫外線、電子線等の活性エネルギー線照射により硬化反応
を行うことができる。
【００２６】
　減反射材１０は、第１光学干渉層１３ａと第２光学干渉層１３ｂの屈折率及び膜厚を調
整（コントロール）することにより、反射率のフラット化を達成することができるが、さ
らに波長５００～６５０ｎｍの領域における反射率の振幅の差の最大値を１％以下にする
ことが好ましい。これにより、透明樹脂フィルム１１とハードコート層１２の屈折率差よ
り生じる干渉むらを低減することができるため、一層本発明の効果、すなわち塗布層の膜
厚変動に起因する着色むらを抑制することができる。そのためには、さらに以下の要件を
満たすことが好ましい。ここでは、代表的な透明樹脂フィルム１１であるＴＡＣフィルム
とＰＥＴフィルムの場合について説明する。ＴＡＣフィルムを使用する場合には、ハード
コート層１２の屈折率が（ＴＡＣフィルムの屈折率）±０．０３の範囲内であることが重
要である。さらに好ましくは、ハードコート層１２の屈折率が（ＴＡＣフィルムの屈折率
）±０．０２の範囲内である。ハードコート層１２の屈折率が（透明樹脂フィルム１１の
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屈折率）±０．０３を超える場合には、干渉むらがはっきりと認識されてしまい好ましく
ない。
【００２７】
　ＴＡＣフィルム上にウェットコーティング法でハードコート層１２を形成する場合には
、ＴＡＣフィルム表面を浸食する溶媒、例えばメチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エ
チル等を単独又は任意の溶媒にこれら溶媒を混合して使用すると、ＴＡＣフィルムとハー
ドコート層１２の界面が乱れることにより、ＴＡＣフィルムとハードコート層１２界面の
干渉効果が抑制される。このため、上記屈折率差の効果に加えて、より効果的に干渉むら
を抑制することができる。
（接着層１４）
　ＰＥＴフィルムを使用する場合には、ＰＥＴフィルム上に、透明樹脂フィルム１１側か
ら接着層１４及びハードコート層１２を積層することにより干渉むらを低減させることが
望ましい。ＰＥＴフィルム、接着層１４及びハードコート層１２の屈折率は、ＰＥＴフィ
ルムの屈折率＞接着層１４の屈折率＞ハードコート層１２の屈折率の関係を満たすことが
好ましい。このとき、使用するハードコート層１２の屈折率によって、接着層１４の屈折
率及び膜厚を調整することが望ましい。ハードコート層１２の屈折率が１．４５～１．６
０の場合には、接着層１４の屈折率は｛（ＰＥＴフィルムの屈折率）｝×（ハードコート
層１２の屈折率）｝１／２±０．０３の範囲内でかつ膜厚は７０～１３０ｎｍの範囲に調
整する。接着層１４の屈折率は、好ましくは上記範囲内であり、さらに好ましくは｛（Ｐ
ＥＴフィルムの屈折率）×（ハードコート層１２の屈折率）｝１／２±０．０２の範囲内
である。接着層１４の屈折率は、｛（ＰＥＴフィルムの屈折率）×（ハードコート層１２
の屈折率）｝１／２であるときに最も干渉むらを低減することができる。
【００２８】
　また、ハードコート層１２の屈折率が１．６１～１．７０の場合には、接着層１４の膜
厚を２０ｎｍ以下にすることが好ましい。接着層１４の膜厚は、さらに好ましくは１０ｎ
ｍ以下である。接着層１４の膜厚が２０ｎｍを超える場合には、干渉むらが目立ってしま
い好ましくない。
【００２９】
　前記接着層１４は、高分子バインダーと微粒子とを含有する。高分子バインダーは、良
好な接着性を付与するという観点から、ポリエステル樹脂及びオキサゾリン基とポリアル
キレンオキシド鎖とを有するアクリル樹脂の混合体であることが好ましい。高分子バイン
ダーは水に可溶性又は分散性のものが好ましいが、多少の有機溶剤を含有する水に可溶な
ものも用いることができる。接着層１４の高分子バインダーを構成するポリエステル樹脂
の、接着層１４中での含有割合は好ましくは５～９５質量％、さらに好ましくは５０～９
０質量％である。接着層１４の高分子バインダーを構成するオキサゾリン基及びポリアル
キレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂の、接着層１４中での含有割合は好ましくは５～
９５質量％、さらに好ましくは１０～５０質量％である。
【００３０】
　ポリエステル樹脂が９５質量％を超え、又はオキサゾリン基及びポリアルキレンオキシ
ド鎖を有するアクリル樹脂が５質量％未満であると、接着層１４の凝集力が低下し、ハー
ドコート層１２への接着性や接着層１４の接着力の発現が不十分となる場合があり好まし
くない。オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂が９５質量
％を超え、又はポリエステル樹脂が５質量％未満であるとポリエステルフィルムとの密着
性が低下し、ハードコート層１２への接着性が不十分となったり、接着層１４の接着力の
発現が不足したりする場合がある。
【００３１】
　前記接着層１４を構成する微粒子としては、シリカとチタニアの複合無機粒子を用いる
ことが好ましい。このシリカとチタニアの複合無機粒子は、屈折率を任意に調整可能であ
り、屈折率を容易に調整することができる。接着層１４の高分子バインダーと微粒子との
屈折率の差は、好ましくは０．０２以内、さらに好ましくは０．０１以内である。この屈
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折率の差が０．０２を超えると、高分子バインダーと微粒子との境界における屈折率の差
により光が大きく散乱し、接着層１４のヘイズ値が高くなり、透明性が悪くなって好まし
くない。
【００３２】
　微粒子の平均粒子径は、４０～１２０ｎｍの範囲であることが好ましい。この平均粒子
径が１２０ｎｍより大きい場合には微粒子の落脱が発生しやすくなり、その一方４０ｎｍ
よりも小さい場合には十分な滑性及び耐傷性が得られないことがあり好ましくない。微粒
子の含有量は、接着層１４に対して０．１～１０質量％であることが好ましい。この含有
量が０．１質量％未満であると十分な滑性及び耐傷性が得られず、一方１０質量％を超え
ると接着層１４の凝集力が低くなり、接着性が低下して好ましくない。
【００３３】
　接着層１４には脂肪族ワックスを含有させることが好ましく、その含有量は好ましくは
０．５～３０質量％、さらに好ましくは１～１０質量％である。この含有量が０．５質量
％より少ない場合、接着層１４表面の滑性が得られないことがあり好ましくない。３０質
量％より多い場合、透明樹脂フィルム１１やハードコート層１２に対する接着性が不足す
る傾向があり好ましくない。脂肪族ワックスの具体例としては、カルナバワックス、キャ
ンデリラワックス、ライスワックス、木ロウ、パームワックス、モンタンワックス、オゾ
ケライト、セレシンワックス、パラフィンワックス、ポリエチレングリコール、ポリプロ
ピレングリコールなどの水分散性又は水溶性のワックス類が好ましい。
【００３４】
　接着層１４を透明樹脂フィルム１１上に設けるためには、前記塗布液を透明樹脂フィル
ム１１の片面又は両面に塗工することで行われる。塗布は、任意の段階で実施することが
できるが、透明樹脂フィルム１１の製造過程で実施することが効率が良く好ましい。塗布
方法としては、公知の任意の塗工法を採用することができる。例えば、グラビアコート法
、ロールブラッシュ法、スプレーコート法、エアーナイフ法、コイルバー法、ディップコ
ート法などが挙げられる。
（減反射層１３）
　次に、減反射層１３について説明する。係る減反射層１３は、第１光学干渉層１３ａと
第２光学干渉層１３ｂとから構成されている。第１光学干渉層１３ａの屈折率はハードコ
ート層１２及び第２光学干渉層１３ｂより高く設定され、さらに第１光学干渉層１３ａと
ハードコート層１２の屈折率差は０．０１～０．０５に設定される。該屈折率差は０．０
１～０．０３であることが好ましい。この屈折率差が０．０１より小さい場合には、ハー
ドコート層１２と第１光学干渉層１３ａとの界面での反射光が弱くなり過ぎて好ましくな
い。その一方、屈折率差が０．０５より大きい場合には、ハードコート層１２と第１光学
干渉層１３ａとの界面における反射光が強くなり過ぎて、反射率のフラット化を達成する
ことができなくなるため好ましくない。
【００３５】
　さらに、第２光学干渉層１３ｂの屈折率は、第１光学干渉層１３ａの屈折率より低く設
定され、その屈折率は１．２８～１．４５であることが好ましい。該屈折率が１．２８未
満の場合には十分に硬い層を形成することが困難であり、一方屈折率が１．４５を超える
場合には特にウェットコーティング法では十分な減反射効果を得ることが難しい。
【００３６】
　続いて、第１光学干渉層１３ａの膜厚と第２光学干渉層１３ｂの膜厚の比率は、第１光
学干渉層１３ａの膜厚／第２光学干渉層１３ｂの膜厚＝１．６～１．８に設定される。こ
の膜厚の比率が１．６未満及び１．８を超える場合には、膜厚変動による反射スペクトル
の変化が大きくなり、反射率のフラット化が達成できないため好ましくない。
【００３７】
　減反射層１３の形成方法は特に制限されず、例えばドライコーティング法、ウェットコ
ーティング法等の方法を採ることができる。これらの方法のうち、生産性及び生産コスト
の面より、特にウェットコーティング法が好ましい。ウェットコーティング法は公知の方
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法が採用され、例えばロールコート法、スピンコート法、そしてディップコート法等が代
表的な方法として挙げられる。これらの中では、ロールコート法等、連続的に減反射層１
３を形成できる方法が生産性の点より好ましい。
【００３８】
　第１光学干渉層１３ａを構成する材料は特に制限されるものではなく、無機材料又は有
機材料を用いることができる。無機材料としては、例えば酸化亜鉛、酸化チタン、酸化セ
リウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化イッテルビウム、酸
化ジルコニウム、酸化インジウム錫、アンチモン含有酸化錫等の微粒子が挙げられる。特
に、酸化インジウム錫、アンチモン含有酸化錫等の導電性微粒子を用いた場合には表面抵
抗率を下げることができ、さらに帯電防止能も付与することができるため好ましい。一方
、有機材料としては、例えばフルオレン骨格を有する重合性単量体を含む組成物を重合硬
化したもの等を用いることができる。
【００３９】
　第２光学干渉層１３ｂを構成する材料としては、酸化珪素、フッ化ランタン、フッ化マ
グネシウム、フッ化セリウム等の無機物や、含フッ素有機化合物の単独又は混合物、或い
は含フッ素有機化合物の重合体を含む組成物を用いることができる。また、フッ素を含ま
ない単量体（非フッ素系単量体と略記する）や重合体をバインダーとして用いることがで
きる。この中でも、酸化珪素系微粒子、特に中空酸化珪素系微粒子や含フッ素有機化合物
が、低屈折率である点で特に好ましい。
【００４０】
　中空酸化珪素系微粒子としては、例えば外殻内部に空洞を有するものや、多孔質シリカ
微粒子が挙げられる。微粒子の平均粒子径は第２光学干渉層１３ｂの膜厚を大きく超えな
いことが好ましく、特に０．１μｍ以下であることが好ましい。平均粒子径が大きくなる
と、散乱が生じ、ヘイズ値が上昇してしまうため減反射材１０として適さない。また、必
要に応じて微粒子表面を各種カップリング剤等により修飾することができる。各種カップ
リング剤としては例えば、有機置換された珪素化合物、アルミニウム、チタニウム、ジル
コニウム、アンチモン等の金属アルコキシド、有機酸塩等が挙げられる。特に、表面を（
メタ）アクリロイル基等の反応性基で修飾することにより、硬度の高い膜を形成すること
ができる。
【００４１】
　上記含フッ素有機化合物は特に制限されるものではないが、例えば含フッ素単官能（メ
タ）アクリレート、含フッ素多官能（メタ）アクリレート、含フッ素イタコン酸エステル
、含フッ素マレイン酸エステル、含フッ素珪素化合物等の単量体、及びそれらの重合体等
が挙げられる。これらの中では、反応性の観点より含フッ素（メタ）アクリレートが好ま
しく、特に含フッ素多官能（メタ）アクリレートが、硬度及び屈折率の点より最も好まし
い。これら含フッ素有機化合物を硬化させることにより、低屈折率かつ高硬度の第２光学
干渉層１３ｂを形成することができる。
【００４２】
　含フッ素単官能（メタ）アクリレートとしては、例えば１－（メタ）アクリロイロキシ
－１－パーフルオロアルキルメタン、１－（メタ）アクリロイロキシ－２－パーフルオロ
アルキルエタン等が挙げられる。パーフルオロアルキル基は炭素数１～８の直鎖状、分枝
状又は環状のものが挙げられる。
【００４３】
　含フッ素多官能（メタ）アクリレートとしては、含フッ素２官能（メタ）アクリレート
、含フッ素３官能（メタ）アクリレート及び含フッ素４官能（メタ）アクリレートが好ま
しい。含フッ素２官能（メタ）アクリレートとしては、例えば１，２－ジ（メタ）アクリ
ロイルオキシ－３－パーフルオロアルキルブタン、２－ヒドロキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，
３Ｈ，３Ｈ－パーフルオロアルキル－２’，２’－ビス｛（メタ）アクリロイルオキシメ
チル｝プロピオナート、α，ω－ジ（メタ）アクリロイルオキシメチルパーフルオロアル
カン等が挙げられる。パーフルオロアルキル基は炭素数１～１１の直鎖状、分枝状又は環
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状のものが、パーフルオロアルカン基は直鎖状のものが好ましい。これらの含フッ素２官
能（メタ）アクリレートは、使用に際して単独又は混合物として用いることができる。
【００４４】
　含フッ素３官能（メタ）アクリレートの例としては、例えば、２－（メタ）アクリロイ
ルオキシ－１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，３Ｈ，３Ｈ－パーフルオロアルキル－２’，２’－ビス｛
（メタ）アクリロイルオキシメチル｝プロピオナート等が挙げられる。パーフルオロアル
キル基は炭素数１～１１の直鎖状、分枝状又は環状のものが好ましい。
【００４５】
　含フッ素４官能（メタ）アクリレートの例としては、α，β，ψ，ω－テトラキス｛（
メタ）アクリロイルオキシ｝－αＨ，αＨ，βＨ，γＨ，γＨ，χＨ，χＨ，ψＨ，ωＨ
，ωＨ－パーフルオロアルカン等が好ましい。パーフルオロアルカン基は炭素数１～１４
の直鎖状のものが好ましい。使用に際しては、含フッ素４官能（メタ）アクリレートは、
単独又は混合物として用いることができる。
【００４６】
　含フッ素珪素化合物の具体的な例としては、（１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロ
アルキル）トリメトキシシラン等が好ましい。パーフルオロアルキル基は炭素数１～１０
の直鎖状、分枝状又は環状のものが好ましい。前記含フッ素有機化合物の重合体又はその
他の含フッ素系単量体の重合体としては、前記含フッ素単量体の単独重合体、共重合体、
又は非フッ素系単量体との共重合体等の直鎖状重合体、鎖中に炭素環や複素環を含む重合
体、環状重合体、櫛型重合体等が挙げられる。前記非フッ素系単量体としては、従来公知
のものを用いることができる。例えば、単官能又は多官能（メタ）アクリレートやテトラ
エトキシシラン等の珪素化合物等が挙げられる。
【００４７】
　減反射層１３には前記の化合物以外に本発明の効果を損なわない範囲において、その他
の成分を含んでいても差し支えない。その他の成分は特に制限されるものではなく、例え
ば無機又は有機顔料、重合体、重合開始剤、光重合開始剤、重合禁止剤、酸化防止剤、分
散剤、界面活性剤、光安定剤、レベリング剤等の添加剤等が挙げられる。また、ウェット
コーティング法において成膜後乾燥させる限りは、任意の量の溶媒を添加することができ
る。減反射層１３はウェットコーティングにより成膜した後、必要に応じて紫外線、電子
線等の活性エネルギー線の照射や加熱により硬化反応を行うことにより形成される。活性
エネルギー線による硬化反応は、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下にて行うことが
好ましい。
【００４８】
　減反射材１０では、透明樹脂フィルム１１の前記ハードコート層１２及び減反射層１３
とは反対側の面に粘着層を形成することができる。該粘着層に用いられる材料としては特
に制限されるものではないが、例えばアクリル樹脂系粘着剤、シリコーン系粘着剤、紫外
線硬化型粘着剤、熱硬化型粘着剤等が挙げられる。この粘着層には特定波長域の光の遮断
、コントラストの向上、色調補正等の機能の一種類以上を付与することができる。例えば
、減反射材１０の透過光色が黄色味を帯びている等、好ましくない場合には色素等を添加
して色調補正することができる。
〔電子画像表示装置〕
　本実施形態の減反射材１０は、色再現性向上効果、光の干渉むら抑制効果、さらに減反
射効果を必要とする用途に好適に用いることができる。特に、電子画像表示装置のディス
プレイの前面に備えて使用される。電子画像表示装置としては、例えばプラズマディスプ
レイ、液晶ディスプレイ、ブラウン管等が挙げられる。そして、そのディスプレイ（画面
）表面に直接又はディスプレイの前面に配置される板に粘着層を介して密着させて用いる
ことができる。
〔実施形態の作用及び効果のまとめ〕
　・　本実施形態における減反射材１０では、第１光学干渉層１３ａの屈折率はハードコ
ート層１２の屈折率より高く、その屈折率差は０．０１～０．０５であり、かつ第２光学
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層１３ａの膜厚／第２光学干渉層１３ｂの膜厚の比率が１．６～１．８に設定されている
。このため、減反射材１０の視感度波長範囲における反射率のフラット化を果たすことが
できる。従って、フラットな波長範囲の色が混ざって見えることになり、白っぽく着色し
ていないように見える。なお、反射スペクトルがＶ字状になるとＶ字の底の波長の補色の
色が見えるようになる。このため、第１光学干渉層１３ａ及び第２光学干渉層１３ｂの膜
厚の変動により、反射スペクトルが変動し、そのＶ字の底の波長がずれると、場所によっ
て様々な色が見え、着色むらが発生する。従って、減反射材１０では、視感度波長範囲に
おいて反射率を一定化し、塗布層の膜厚変動に起因する着色むらを抑制することができる
。
【００４９】
　・　また、減反射材１０では、光の波長５００～６５０ｎｍの領域における反射率の振
幅の差の最大値が１％以下であり、かつＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナ
ントＤ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７２９に基づくａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ＊）２＋（
ｂ＊）２｝１／２が５以下である。このため、透明樹脂フィルム１１とハードコート層１
２の屈折率差に起因する干渉むらを効果的に抑えることができるとともに、第１光学干渉
層１３ａ及び第２光学干渉層１３ｂよりなる減反射層１３の構成に由来する着色を抑制す
ることができる。
【００５０】
　・　さらに、減反射材１０では、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナント
Ｄ６５に対するＪＩＳ　Ｚ８７０１に基づく視感度反射率Ｙが１．５％以下である。この
ように視感度反射率が低いため、より視認性に優れた減反射材１０を提供することができ
る。
【００５１】
　・　電子画像表示装置は、前記減反射材１０をディスプレイの前面に備えるものである
。従って、電子画像表示装置において、上記の減反射材１０による効果を発揮することが
できる。よって、減反射材１０をプラズマディスプレイや液晶ディスプレイに好適に適用
することができる。
【実施例】
【００５２】
　以下、製造例、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明するが、
本発明はそれら実施例の範囲に限定されるものではない。なお、製造例で調製した減反射
層１３用の塗液の硬化物の屈折率は以下に示す方法で測定した。
（１）屈折率１．４９のアクリル樹脂板〔商品名：「デラグラスＡ」、旭化成ケミカルズ
（株）製〕上に、ディップコーター〔（株）　杉山元医理器製〕により、減反射層１３用
の塗液をそれぞれ乾燥膜厚で光学膜厚が５５０ｎｍ程度になるように層の厚さを調整して
塗布した。
（２）溶媒乾燥後、必要に応じて紫外線照射装置〔岩崎電気（株）製〕により窒素雰囲気
下で１２０Ｗ高圧水銀灯を用いて、４００ｍＪの紫外線を照射して減反射層１３用の塗液
を硬化させた。
（３）アクリル樹脂板裏面をサンドペーパーで荒らし、黒色塗料で塗りつぶしたものを分
光光度計〔「Ｕ－Ｂｅｓｔ　Ｖ５６０」、日本分光（株）製〕により、４００～６５０ｎ
ｍにおける５°、－５°正反射率を測定し、その反射率の極小値又は極大値を読み取った
。
（４）反射率の極値より以下の式を用いて屈折率を計算した。
【００５３】
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【数１】

　得られた減反射材１０の物性を以下の方法で評価した。
【００５４】
　１）分光反射率：減反射材１０の裏面（透明樹脂フィルム１１の裏面）をサンドペーパ
ーで荒らし、黒色塗料で塗りつぶしたものを分光光度計〔「Ｕ－Ｂｅｓｔ　Ｖ５６０」、
日本分光（株）製〕により、光の波長３８０～７８０ｎｍの５°、－５°正反射スペクト
ルを測定した。これにより、減反射層１３の反射スペクトルを測定することができる。
【００５５】
　２）視感度反射率Ｙ：上記で測定した光の波長３８０～７８０ｎｍの分光反射率と、Ｊ
ＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６５の相対分光分布を用いて、ＪＩ
Ｓ　Ｚ８７０１で規定されているＸＹＺ表色系における、反射による物体色の三刺激値Ｙ
（％）を計算した。
【００５６】
　３）光の波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値：前記分光反射率測定
で得られた反射スペクトルより、光の波長５００～６５０ｎｍでの反射率（％）の振幅の
差の最大値を読み取った。
【００５７】
　４）ａｂクロマＣａｂ＊：前記１）で測定した光の波長３８０～７８０ｎｍの分光反射
率と、ＪＩＳ　Ｚ８７２０に基づくＣＩＥ標準イルミナントＤ６５の相対分光分布を用い
て、ＪＩＳ　Ｚ８７２９に規定される色空間ＣＩＥ１９７６Ｌ*ａ*ｂ*表色系を計算し、
求めたa*値、b*値からａｂクロマＣａｂ＊＝｛（ａ*）２＋（ｂ*）２｝１／２を計算した
。
【００５８】
　５）着色抑制効果：縦１０ｃｍ、横１０ｃｍの大きさのガラス板の片面にアクリル樹脂
系粘着シートを使用して減反射フィルムを貼り合せ、他方の面に黒色フィルムを貼り合せ
たサンプルを作製した。該サンプルを、三波長蛍光灯でない蛍光灯〔例えば、松下電器産
業（株）製　パルック（ＦＬ２０ＳＳ Ｄ／１８）〕の下で観察し、塗布層の膜厚変動に
起因する着色むらの見え方を、また三波長蛍光灯〔例えば、松下電器産業（株）製　パル
ック（ＦＬ２０ＳＳ ＥＸ－Ｎ／１８）〕の下で観察し、干渉むらの見え方を、それぞれ
評価した。評価基準としては、干渉むらも着色むらも見えない場合を◎、干渉むらは見え
るが着色むらは見えない場合を○、干渉むらに関係なく着色むらが見える場合を×として
評価した。
〔製造例１、接着層１４を形成する塗布液（以下、接着層塗布液という）の調製〕
（１）ポリエステル１の合成
　テレフタル酸ジメチル４７質量部、イソフタル酸ジメチル９質量部、５－ナトリウムス
ルホイソフタル酸ジメチル５質量部、エチレングリコール３６質量部、ジエチレングリコ
ール３質量部を反応器に仕込み、これにテトラブトキシチタン０．０５質量部を添加して
窒素雰囲気下で温度を２３０℃に調整して加熱し、生成するメタノールを留去させてエス
テル交換反応を行った。次いで、反応系の温度を徐々に２５５℃まで上昇させ、系内を１
３３Ｐａ（１ｍｍＨｇ）の減圧にして重縮合反応を行い、ポリエステル１（Ｔｇ＝７１℃
、質量平均分子量１６０００）を得た。
（２）アクリル樹脂水分散体の合成
　四つ口フラスコに、イオン交換水３０２質量部を仕込んで窒素気流中で６０℃まで昇温
させ、次いで重合開始剤として過硫酸アンモニウム０．５質量部、亜硝酸水素ナトリウム
０．２質量部を添加し、さらに単量体として、メタクリル酸メチル２３．３質量部、２－
イソプロペニル－２－オキサゾリン２２．６質量部、ポリエチレンオキシド（ｎ＝１０）
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メタクリル酸４０．７質量部、アクリルアミド１３．３質量部の混合物を３時間にわたり
、液温が６０～７０℃になるよう調整しながら滴下した。滴下終了後も同温度範囲に２時
間保持しつつ、撹拌下に反応を継続させ、次いで冷却して固形分が２５質量％のアクリル
樹脂の水分散体（Ｔｇ＝５０℃）を得た。
（３）シリカ及びチタニアの複合無機粒子の合成
　撹拌羽根付きの内容積４リットルのガラス製反応容器にメタノール１４０質量部、イソ
プロパノール２６０質量部及びアンモニア水（２５質量％）１００質量部を仕込み、反応
液を調製し、反応液の温度を４０℃に保持しつつ攪拌した。次に、３リットルの三角フラ
スコに、シリコンテトラメトキシド〔Ｓｉ（ＯＭｅ）４、コルコート（株）、商品名；メ
チルシリケート３９〕５４２質量部を仕込み、撹拌しながら、メタノール１９５質量部と
０．１質量％塩酸水溶液〔３５質量％塩酸、和光純薬工業（株）を１／１０００に水で希
釈〕２８質量部を加え、約１０分間撹拌した。
【００５９】
　続いて、チタニウムテトライソプロポキシド〔Ｔｉ（Ｏ－ｉ－Ｐｒ）４、日本曹達（株
）、品名；Ａ－１（ＴＰＴ）〕３００質量部をイソプロパノール６３４質量部で希釈した
液を加え、透明な均一溶液（シリコンテトラアルコキシドとチタニウムテトラアルコキシ
ドの共縮合物）を得た。上記均一溶液１６９９質量部とアンモニア水（２５質量％）４８
０質量部の各々を前記反応液中に、最初は滴下速度を小さくし、終盤にかけて徐々に速度
を大きくして、２時間かけて同時に滴下した。滴下終了後、得られた共加水分解物をろ過
し、５０℃で有機溶媒を乾燥させ、その後、水に分散させ、濃度１０質量％、屈折率１．
５６のシリカ及びチタニアの複合無機粒子（平均粒子径：１００ｎｍ）を得た。
（４）接着層塗布液の調製
　ポリエステル１を６７質量部、アクリル樹脂水分散体を２０質量部、シリカ及びチタニ
ア複合無機粒子を３質量部、添加剤としてカルナバワックス〔中京油脂（株）製　商品名
セロゾール５２４〕を５質量部、濡れ剤としてポリオキシエチレン（ｎ＝７）ラウリルエ
ーテル〔三洋化成工業（株）製、商品名ナロアクティーＮ－７０〕を５質量部混合して、
接着層塗布液を得た。
〔製造例２、塗液（Ｎ－１）の調製〕
　ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート７０質量部、１，６－ビス（３－アクリロ
イルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）ヘキサン３０質量部、光重合開始剤〔製品
名「ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４」、チバジャパン（株）製〕４質量部及びイソプロパノール
１００質量部を混合して塗液（Ｎ－１）を調製した。該塗液（Ｎ－１）の重合硬化物（窒
素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．５２であった。
〔製造例３、塗液（Ｎ－２）の調製〕
　ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート５０質量部、オルガノシリカゾル〔商品名
：「ＩＰＡ－ＳＴ」、日産化学工業（株）製〕１６６質量部、メチルエチルケトン２０質
量部及び光重合開始剤〔商品名：「ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４」、チバジャパン（株）製〕
４質量部を混合して塗液（Ｎ－２）を調製した。該塗液（Ｎ－２）の重合硬化物（窒素雰
囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．４９であった。
〔製造例４、塗液（Ｎ－３）の調製〕
　アンチモンドープ酸化錫の３０質量％メチルエチルケトン分散液〔商品名：「ＳＮＳ－
１０Ｍ」、石原産業（株）製〕２３３質量部、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト３０質量部及び光重合開始剤〔商品名：「ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４」、チバジャパン（
株）製〕５質量部を混合して塗液（Ｎ－３）を調製した。該塗液（Ｎ－３）の重合硬化物
（窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．６４であった
。
〔製造例５、塗液（Ｎ－４）の調製〕
　アンチモンドープ酸化錫の３０質量％メチルエチルケトン分散液〔商品名：「ＳＮＳ－
１０Ｍ」、石原産業（株）製〕１００質量部、テトラメチロールメタントリアクリレート
７０質量部、光重合開始剤〔商品名：「ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ」、日本化薬（株）製
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〕５質量部及びブチルアルコール８３０質量部を混合して塗液（Ｎ－４）を調製した。該
塗液（Ｎ－４）の重合硬化物（窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）
の屈折率は１．５４であった。
〔製造例６、塗液（Ｎ－５）の調製〕
　ジルコニア〔商品名：「ナノユース ＺＲ－３０ＡＬ」、日産化学工業（株）製〕２８
３質量部、テトラメチロールメタントリアクリレート１５質量部、光重合開始剤〔商品名
：「ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ」、日本化薬（株）製〕５質量部及びブチルアルコール７
０２質量部を混合して塗液（Ｎ－５）を調整した。該塗液（Ｎ－５）の重合硬化物（窒素
雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．６８であった。
〔製造例７、塗液（Ｎ－６）の調製〕
　ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート４０質量部、中空シリカゾル〔商品名：「
ＮＹ－１０１６ＳＩＶ」、固形分濃度２０質量％、平均粒子径６０ｎｍ、触媒化成工業（
株）製〕３００質量部、光重合開始剤〔商品名：「ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ」、日本化
薬（株）製〕５質量部を混合して、塗液（Ｎ－６）を調製した。該塗液（Ｎ－６）の重合
硬化物（窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．３５で
あった。
〔製造例８、塗液（Ｎ－７）の調製〕
　１，１０－ジアクリロイルオキシ－２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７
，８，８，９，９－ヘキサデカフルオロデカン４０質量部、中空シリカゾル〔商品名：「
ＮＹ－１０１６ＳＩＶ」、固形分濃度２０質量％、平均粒子径６０ｎｍ、触媒化成工業（
株）製〕３００質量部、光重合開始剤〔商品名：「ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ」、日本化
薬（株）製〕５質量部を混合して、塗液（Ｎ－７）を調製した。該塗液（Ｎ－７）の重合
硬化物（窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化）の屈折率は１．３２で
あった。
（実施例１）
　膜厚が１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム〔商品名：「Ａ４
１００」、東洋紡績（株）製〕の易接着層が形成されていない面の上に、製造例１の接着
層塗布液をグラビアコート法により、接着層１４の膜厚が４０ｎｍになるように層の厚さ
を調整して塗布した。
【００６０】
　その上に前記塗液（Ｎ－１）をバーコーターにより、膜厚が３μｍになるように層の厚
さを調整して塗布し、乾燥後、大気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、ハー
ドコート層を得た。次に、そのハードコート層１２上に、第１光学干渉層１３ａとして、
塗液（Ｎ－４）をスピンコーターにより膜厚が１７０ｎｍになるように層の厚さを調整し
て塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化した。
【００６１】
　さらにその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－６）をスピンコーターによ
り、膜厚が１００ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で
４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、減反射材１０を作製した。得られた減反射材
１０は、図１に示すように、透明樹脂フィルム１１の上に、ハードコート層１２が設けら
れ、該ハードコート層１２の表面に減反射層１３として第１光学干渉層１３ａ及び第２光
学干渉層１３ｂが設けられている。
【００６２】
　得られた減反射材１０の視感度反射率、光の波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅
の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示
した。減反射材１０の分光反射率のスペクトルを図３（ａ）に示した。図３（ａ）におい
て、反射率の振幅の差の最大値をＸとして示した。また、図３（ａ）において、反射率の
スペクトルを示す波の中心を結んだ線を一点鎖線で表し、その一点鎖線にてフラット化の
程度を判断した。その結果、図３（ａ）に示すように、この実施例１では、視感度波長範
囲（光の波長５００～６５０ｎｍ）において、比較例１〔図３（ｂ）に示す〕に比べスペ
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クトルの中心線が十分にフラット化されていることが明らかになった。
（実施例２）
　膜厚が１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム〔商品名：「Ａ４
１００」、東洋紡績（株）製〕の易接着層が形成されていない面の上に、製造例１の接着
層塗布液をグラビアコート法により、膜厚が８５ｎｍになるように層の厚さを調整して塗
布した。
【００６３】
　その上に、塗液（Ｎ－１）をバーコーターにより、膜厚が３μｍになるように、層の厚
さを調整して塗布し、乾燥後、大気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、ハー
ドコート層１２を得た。次に、そのハードコート層１２の上に第１光学干渉層１３ａとし
て、塗液（Ｎ－４）をスピンコーターにより膜厚が１７０ｎｍになるように層の厚さを調
整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化した。さ
らにその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－７）をスピンコーターにより、
膜厚が１００ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４０
０ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、減反射材１０を得た。得られた減反射材１０は、
図２に示すように、透明樹脂フィルム１１の上に、接着層１４を介してハードコート層１
２が設けられ、該ハードコート層１２の表面に減反射層１３として第１光学干渉層１３ａ
及び第２光学干渉層１３ｂが設けられている。
【００６４】
　得られた減反射材１０の視感度反射率、光の波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅
の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示
した。減反射材１０の分光反射率のスペクトルを図３（ｃ）に示した。図３（ｃ）におい
て、反射率の振幅の差の最大値をＸとして示した。この図３（ｃ）に示すように、実施例
２では、視感度波長範囲において、比較例２〔図３（ｄ）に示す〕に比べスペクトルの中
心線が十分にフラット化されていることが明らかになった。
（実施例３）
　膜厚が８０μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム〔商品名：「ＫＣ８ＵＹ
」、コニカミノルタオプト（株）製〕上に、塗液（Ｎ－２）をバーコーターにより、膜厚
が３μｍになるように層の厚さを調整して塗布し、４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬
化し、ハードコート層１２を得た。次に、そのハードコート層１２上に、第１光学干渉層
１３ａとして、塗液（Ｎ－４）をスピンコーターにより膜厚が１６０ｎｍになるように層
の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬
化した。さらにその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－６）をスピンコータ
ーにより膜厚が９５ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下
で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、減反射材１０を作製した。得られた減反射
材１０の視感度反射率、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂク
ロマＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の
分光反射率のスペクトルを図３（ｅ）に示した。この図３（ｅ）に示すように、実施例３
では、視感度波長範囲において、比較例３〔図３（ｆ）に示す〕又は比較例４〔図３（ｈ
）に示す〕に比べスペクトルの中心線が一層フラット化された。
（実施例４）
　第２光学干渉層１３ｂとして塗液（Ｎ－７）を用いた以外は、実施例３と同様にして、
減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視感度反射率、波長５００～６５０ｎ
ｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した結果
をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率のスペクトルを図３（ｇ）に示した
。この図３（ｇ）に示すように、実施例４では、視感度波長範囲（光の波長５００～６５
０ｎｍ）において、比較例４〔図３（ｈ）に示す〕に比べスペクトルの中心線が一層フラ
ット化された。
（実施例５）
　膜厚が１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム〔商品名：「Ａ４
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１００」、東洋紡績（株）製〕の易接着層が形成されていない面の上に、接着層塗布液を
グラビアコート法により膜厚が１０ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布した。
【００６５】
　その上に、塗液（Ｎ－３）をバーコーターにより、膜厚が３μｍになるように層の厚さ
を調整して塗布し、乾燥後、大気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、ハード
コート層１２を得た。次に、そのハードコート層１２上に、第１光学干渉層１３ａとして
、塗液（Ｎ－５）をスピンコーターにより膜厚が１５５ｎｍになるように層の厚さを調整
して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化した。さら
にその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－７）をスピンコーターにより、膜
厚が９６ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍ
Ｊ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視
感度反射率、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ
＊及び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率
のスペクトルを図３（ｉ）に示した。この図３（ｉ）に示すように、実施例５では、視感
度波長範囲（光の波長５００～６５０ｎｍ）において、比較例５〔図３（ｊ）に示す〕に
比べスペクトルの中心線が良好にフラット化された。
（比較例１）
　膜厚が１００μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム〔商品名：「Ａ４
１００」、東洋紡績（株）製〕の易接着層が形成されていない面の上に、塗液（Ｎ－２）
をバーコーターにより、膜厚が３μｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、
大気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、ハードコート層１２を得た。次に、
そのハードコート層１２上に、第１光学干渉層１３ａとして、塗液（Ｎ－４）をスピンコ
ーターにより膜厚が１００ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰
囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化した。
【００６６】
　さらにその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－６）をスピンコーターによ
り、膜厚が１００ｎｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で
４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化し、減反射材１０を作製した。得られた減反射材
１０の視感度反射率、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロ
マＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分
光反射率のスペクトルを図３（ｂ）に示した。
（比較例２）
　第１光学干渉層１３ａの塗液として塗液（Ｎ－２）を用いた以外は、実施例２と同様に
して減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視感度反射率、波長５００～６５
０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び着色抑制効果を評価した
結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率のスペクトルを図３（ｄ）に示
した。
（比較例３）
　第１光学干渉層１３ａの膜厚を１００ｎｍになるように層の膜厚を調整して塗布した以
外は、実施例３と同様にして減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視感度反
射率、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び
着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率のスペ
クトルを図３（ｆ）に示した。
（比較例４）
　第１光学干渉層１３ａの膜厚を２６０ｎｍになるように層の膜厚を調整して塗布した以
外は、実施例３と同様にして、減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視感度
反射率、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及
び着色抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率を図
３（ｈ）に示した。
（比較例５）
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　膜厚が８０μｍのトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム〔商品名：「ＫＣ８ＵＹ
」、コニカミノルタオプト（株）製〕上に、塗液（Ｎ－１）をバーコーターにより、膜厚
が３μｍになるように層の厚さを調整して塗布し、４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬
化し、ハードコート層１２を得た。次に、そのハードコート層１２上に、第１光学干渉層
１３ａとして塗液（Ｎ－３）をスピンコーターにより膜厚が１００ｎｍになるように層の
厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線により硬化
した。さらにその上に、第２光学干渉層１３ｂとして、塗液（Ｎ－６）を膜厚が１００ｎ
ｍになるように層の厚さを調整して塗布し、乾燥後、窒素雰囲気下で４００ｍＪ／ｃｍ２

の紫外線により硬化し、減反射材１０を作製した。得られた減反射材１０の視感度反射率
、波長５００～６５０ｎｍでの反射率の振幅の差の最大値、ａｂクロマＣａｂ＊及び着色
抑制効果を評価した結果をそれぞれ表１に示した。減反射材１０の分光反射率のスペクト
ルを図３（ｊ）に示した。
【００６７】
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【表１】

　表１に示した結果より、実施例１で作製した減反射材１０は、ハードコート層１２、第
１光学干渉層１３ａ及び第２光学干渉層１３ｂの屈折率と膜厚を制御することにより、視
感度波長範囲において反射率が一定化されており、塗布層の膜厚変動に起因する着色むら
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は目立たなかった。さらに、実施例２及び５では、適切な屈折率と膜厚の接着層１４及び
ハードコート層１２を設け、また実施例３及び４では、屈折率が（ＴＡＣフィルムの屈折
率）±０．０２以内のハードコート層１２を用いた。そのため、光の波長５００～６５０
ｎｍの反射率の振幅の差の最大値は０．５％以下となっており、反射率のフラット化に加
えて、干渉むらを低減させることができ、塗布層の膜厚変動に起因する着色むらをより効
果的に低減させることができた。また、いずれの減反射材も、ＣＩＥ標準イルミナントＤ
６５に対するａｂクロマＣａｂ＊が５以下で、視感度反射率Ｙは１．５％以下であり、優
れた外観と低反射率を兼ね備えていた。
【００６８】
　それに対し、比較例２では、第１光学干渉層１３ａの屈折率が、ハードコート層１２よ
り低いため、比較例１及び比較例３～５では、第１光学干渉層１３ａの膜厚／第２光学干
渉層１３ｂの膜厚の比率が１．６～１．８の範囲外であるため、視感度波長範囲において
スペクトルはフラットにならず、ａｂクロマＣａｂ＊の値も５を超える結果であった。加
えて比較例１では、接着層１４がないために、光の波長５００～６５０ｎｍでの反射率の
振幅の差の最大値は１．０％を超えてしまい、ハードコート層１２の干渉むらが激しく、
減反射層１３表面に油が浮いたような模様がでてしまった。さらに、いずれの比較例にお
いても、塗布層の膜厚変動に起因する着色むらが目立つ結果であった。
【００６９】
　なお、前記実施形態を次のように変更して実施することも可能である。
　・　前記ハードコート層１２を形成する組成物に、カルボキシル基、アミノ基などを有
する単量体を配合し、透明樹脂フィルム１１に対するハードコート層１２の密着性を向上
させるように構成することもできる。
【００７０】
　・　ハードコート層形成用組成物に近赤外線吸収剤、紫外線吸収剤等を含有させ、ハー
ドコート層１２に近赤外線吸収効果や紫外線吸収効果を発揮させたり、透明樹脂フィルム
１１に近赤外線吸収剤、紫外線吸収剤等を含有させ、近赤外線吸収効果や紫外線吸収効果
を発揮させることもできる。
【００７１】
　さらに、前記実施形態より把握される技術的思想について以下に記載する。
　〇　前記透明樹脂フィルムは、ポリエステル樹脂又はアセチルセルロースにより形成さ
れていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反射材。この
ように構成した場合、請求項１から請求項３のいずれかに係る発明の効果に加えて、成形
が容易でかつ入手が容易であると共に、透明樹脂フィルムの屈折率を高く又は低く設定す
ることができる。
【００７２】
　〇　前記透明樹脂フィルムとハードコート層との間には、接着層が形成されていること
を特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反射材。このように構成し
た場合、請求項１から請求項３のいずれかに係る発明の効果に加えて、透明樹脂フィルム
とハードコート層との間の密着性を向上させることができると共に、減反射材の干渉むら
を低減させることができる。
【００７３】
　〇　前記ハードコート層は、紫外線硬化性の多官能アクリレートを含む単量体の重合硬
化物であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反射材。こ
のように構成した場合、請求項１から請求項３のいずれかに係る発明の効果に加えて、ハ
ードコート層の硬度を高めることができると共に、減反射材の生産性を向上させることが
できる。
【００７４】
　〇　前記第２光学干渉層の屈折率は、１．２８～１．４５であることを特徴とする請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の減反射材。このように構成した場合、請求項１
から請求項３のいずれかに係る発明の効果に加えて、第２光学干渉層を十分に硬い層にす
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ることができると共に、十分な減反射効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】実施形態における減反射材の構成を示す概略断面図。
【図２】減反射材の別の形態を示す概略断面図。
【図３】（ａ）は実施例１における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図、（ｂ
）は比較例１における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図、（ｃ）は実施例２
における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図、（ｄ）は比較例２における光の
波長と反射率との関係を示すスペクトル図、（ｅ）は実施例３における光の波長と反射率
との関係を示すスペクトル図、（ｆ）は比較例３における光の波長と反射率との関係を示
すスペクトル図、（ｇ）は実施例４における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル
図、（ｈ）は比較例４における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図、（ｉ）は
実施例５における光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図及び（ｊ）は比較例５に
おける光の波長と反射率との関係を示すスペクトル図。
【符号の説明】
【００７６】
　１０…減反射材、１１…透明樹脂フィルム、１２…ハードコート層、１３…減反射層、
１３ａ…第１光学干渉層、１３ｂ…第２光学干渉層。

【図１】

【図２】

【図３】
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