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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明支持体上に、少なくとも導電材とセルロースアシレートを含有する帯電防止皮膜、
及び該帯電防止皮膜の上にハードコート皮膜が積層されてなり、
　該帯電防止被膜中、導電材を除いた成分の中でセルロースアシレートの含有量が最も多
く、
　該ハードコート皮膜中に固形分換算で、１分子中に６個以上の水酸基を有するポリエス
テルポリオールデンドリマー化合物（ａ）とエチレン性不飽和基含有モノカルボン酸（ｂ
）との反応生成物であるエチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）を１０
～８０質量％含むことを特徴とする光学フィルム。
【請求項２】
　前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする支持体の一部として、共流延
法によって積層されたことを特徴とする請求項１に記載の光学フィルム。
【請求項３】
　前記ハードコート皮膜が平均粒径０．２μｍ～１０μｍの導電性粒子を含有することを
特徴とする請求項１又は２に記載の光学フィルム。
【請求項４】
　前記帯電防止皮膜が、ワイヤーバー、グラビア、ダイ塗工方式のいずれかの塗工方式で
積層されたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光学フィルム。
【請求項５】
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　前記光学フィルムが防眩フィルム、光拡散フィルム、反射防止フィルムのいずれかであ
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の光学フィルム。
【請求項６】
　前記帯電防止皮膜を有する側の表面の表面抵抗が１×１０１４Ω／□以下であることを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の光学フィルム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の光学フィルムを作製することを特徴とする光学フ
ィルムの製造方法。
【請求項８】
　偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であって、請
求項１～６のいずれか１項に記載の光学フィルムを該保護フィルムの少なくとも一方とし
て用いたことを特徴とする偏光板。
【請求項９】
　偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であって、請
求項１～６のいずれか１項に記載の光学フィルムを該保護フィルムの一方に用い、他方の
保護フィルムに光学異方性層を有する光学補償フィルムを用いたことを特徴とする請求項
８に記載の偏光板。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の光学フィルム、又は、請求項８若しくは９に記載
の偏光板が画像表示面に配置されていることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１１】
　画像表示装置が、ＴＮ、ＳＴＮ、ＩＰＳ、ＶＡ又はＯＣＢモードの、透過型、反射型又
は半透過型の液晶表示装置であることを特徴とする請求項１０に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学フィルム及びその製造方法並びに偏光板及び画像表示装置に関する。と
くに優れた物理性能をもたらす層配列と関連する層組成を有する光学フィルムとその適用
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な光学フィルム（例えば、反射防止フィルム、防眩フィルムなど）を配置し
た画像表示装置が増大している。
　例えば、反射防止フィルム、防眩フィルムは、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディ
スプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）や陰極管
表示装置（ＣＲＴ）のような様々な画像表示装置において、外光の反射や像の映り込みに
よるコントラスト低下を防止するために、ディスプレイの表面に配置される。
　このような光学フィルムには高い物理強度（耐擦傷性など）、透明性、耐薬品性、耐候
性（耐湿熱性、耐光性など）が要求される。さらにまた、ディスプレイの視認性を低下さ
せる塵埃（埃など）が、光学フィルムの表面に付着するのを防止する対策が要求される。
【０００３】
 光学フィルムに高い物理強度を持たせる手法としては、光学フィルムにハードコート皮
膜を設けることが知られている。
　ディスプレイの視認性を低下させる塵埃（埃など）が、光学フィルムの表面に付着する
のを防止する手法としては、光学フィルムに帯電防止皮膜を設けることが知られている。
　帯電防止皮膜を塗布で作製する場合、帯電防止皮膜の中に導電性の無機微粒子（例えば
、アンチモンドープ酸化錫（ＡＴＯ）、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）など）の導
電材を含有させることが通常行われる（例えば、特許文献１～５）。
　また、液晶表示装置において偏光板は不可欠な光学材料であり、一般に、偏光膜が２枚
の保護フィルムによって保護されている構造をしている。これらの保護フィルムに反射防
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止機能、防眩機能などを付与することが出来れば、大幅なコスト削減、表示装置の薄手化
が可能となる。
　一方、偏光板に用いる保護フィルムは、偏光膜と貼り合わせるうえで十分な接着性を有
していることが必要である。偏光膜との接着性を改良する手法として、保護フィルムを鹸
化処理して保護フィルムの表面を親水化処理することが通常行われている。
【０００４】
【特許文献１】特開平６－１２３０８６号公報
【特許文献２】特開２００２－３１１２０８号公報
【特許文献３】特開２００３－３９５８６号公報
【特許文献４】特開２００３－２９２８２６号公報
【特許文献５】特開２００３－３２７４３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
 汚れや塵埃の付着防止のために光学フィルムに帯電防止皮膜を設けることは効果的であ
るが、ハードコート皮膜の上に導電材（例えば、導電性の無機微粒子など）を含有する帯
電防止皮膜を設けることは、光学フィルムの耐擦傷性を損なうことがある。
　一方、導電材（例えば、導電性の無機微粒子など）は、通常着色している。ハードコー
ト皮膜は、通常膜厚が１μｍ以上であり、ハードコート皮膜に導電材を含有させて帯電防
止性を付与するためには、多量の導電材を必要とし、光学フィルムの透明性（光透過率な
ど）を損なう。また、導電材は比較的高価であるため、多量の導電材を使用することはコ
ストアップにもなる。
【０００６】
 従って、帯電防止皮膜は、透明支持体とハードコート皮膜との間に薄い膜厚で設けるこ
とが好ましい。
　光学フィルムに用いるハードコート皮膜の作製には、一般に、電離放射線硬化性のバイ
ンダーを用いる。しかしながら、透明支持体とハードコート皮膜の間に帯電防止皮膜を設
ける検討を行った結果、以下の問題が生じることが解った。
　セルロースアシレートから成る透明支持体上に、帯電防止皮膜を設けることで、透明支
持体と帯電防止皮膜とハードコート皮膜の相互間の剥離故障を発生しやすい。
　また、帯電防止皮膜の上にハードコート皮膜を設けると、光学フィルムの表面の帯電防
止効果が低下し、防塵性が低下する。防塵性の低下はハードコート皮膜の層厚が厚いほど
顕著となる。
 さらにまた、透明支持体を製造機で作製して巻き取ったのち、その支持体上に別の塗布
機を用いて帯電防止皮膜、ハードコート皮膜を設けると、安価に光学フィルムを作製する
ことが出来ない。
【０００７】
 本発明の目的は、帯電防止皮膜を有するにも拘わらず上記の諸問題を伴うことのない光
学フィルムを提供することであり、とりわけ帯電防止皮膜を透明支持体とハードコート皮
膜との間に設けることに伴うこれらの問題を解決して、セルロースアシレートから成る透
明支持体、帯電防止皮膜及びハードコート皮膜の相互間の接着性に優れ、かつ、優れた防
塵性、耐擦傷性など高い物理性能を有する光学フィルムを提供することにある。
　また、上記諸性能に優れた光学フィルムを安価で大量に提供することにある。
　さらにまた、反射防止性、防眩性、などの光学性能を有し、上記諸性能に優れた偏光板
、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】
【０００８】
　上記課題は、下記構成の光学フィルム及び光学フィルムの製造方法並びに偏光板及び画
像表示装置により達成される。
〔１〕
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　透明支持体上に、少なくとも導電材とセルロースアシレートを含有する帯電防止皮膜、
及び該帯電防止皮膜の上にハードコート皮膜が積層されてなり、
　該帯電防止被膜中、導電材を除いた成分の中でセルロースアシレートの含有量が最も多
く、
　該ハードコート皮膜中に固形分換算で、１分子中に６個以上の水酸基を有するポリエス
テルポリオールデンドリマー化合物（ａ）とエチレン性不飽和基含有モノカルボン酸（ｂ
）との反応生成物であるエチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）を１０
～８０質量％含むことを特徴とする光学フィルム。
〔２〕
　前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする支持体の一部として、共流延
法によって積層されたことを特徴とする上記〔１〕に記載の光学フィルム。
〔３〕
　前記ハードコート皮膜が平均粒径０．２μｍ～１０μｍの導電性粒子を含有することを
特徴とする上記〔１〕又は〔２〕に記載の光学フィルム。
〔４〕
　前記帯電防止皮膜が、ワイヤーバー、グラビア、ダイ塗工方式のいずれかの塗工方式で
積層されたことを特徴とする上記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の光学フィルム。
〔５〕
　前記光学フィルムが防眩フィルム、光拡散フィルム、反射防止フィルムのいずれかであ
ることを特徴とする上記〔１〕～〔４〕のいずれか１項に記載の光学フィルム。
〔６〕
　前記帯電防止皮膜を有する側の表面の表面抵抗が１×１０１４Ω／□以下であることを
特徴とする上記〔１〕～〔５〕のいずれか１項に記載の光学フィルム。
〔７〕
　上記〔１〕～〔６〕のいずれか１項に記載の光学フィルムを作製することを特徴とする
光学フィルムの製造方法。
〔８〕
　偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であって、上
記〔１〕～〔６〕のいずれか１項に記載の光学フィルムを該保護フィルムの少なくとも一
方として用いたことを特徴とする偏光板。
〔９〕
　偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であって、上
記〔１〕～〔６〕のいずれか１項に記載の光学フィルムを該保護フィルムの一方に用い、
他方の保護フィルムに光学異方性層を有する光学補償フィルムを用いたことを特徴とする
上記〔８〕に記載の偏光板。
〔１０〕
　上記〔１〕～〔６〕のいずれか１項に記載の光学フィルム、又は、上記〔８〕若しくは
〔９〕に記載の偏光板が画像表示面に配置されていることを特徴とする画像表示装置。
〔１１〕
　画像表示装置が、ＴＮ、ＳＴＮ、ＩＰＳ、ＶＡ又はＯＣＢモードの、透過型、反射型又
は半透過型の液晶表示装置であることを特徴とする上記〔１０〕に記載の画像表示装置。
　なお、本発明は上記〔１〕～〔１１〕に関するものであるが、参考のため例えば下記（
１）～（４８）などのその他の事項についても記載した。
（１）少なくとも導電材とセルロースアシレートを含有する帯電防止皮膜を有することを
特徴とする光学フィルム。
（２）前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする透明支持体上に積層され
たことを特徴とする上記（１）に記載の光学フィルム。
（３）前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする支持体の一部として、共
流延法によって積層されたことを特徴とする上記（１）に記載の光学フィルム。
（４）前記セルロースアシレートがセルロースアセテートであることを特徴とする上記（
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１）～（３）に記載の光学フィルム。
（５）前記セルロースアセテートにおける置換度が２．０～３．０であることを特徴とす
る上記（４）に記載の光学フィルム。
（６）前記導電材が、スズ、インジウム、アンチモン、亜鉛から選ばれる少なくとも１つ
の元素を含有する無機化合物を含有することを特徴とする上記（１）～（５）のいずれか
に記載の光学フィルム。
（７）前記導電材が、アンチモンドープ酸化錫（ＡＴＯ）、スズドープ酸化インジウム（
ＩＴＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、フッ素をドープした酸化錫（ＦＴＯ
）、亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ）、酸化錫、酸化アンチモン、酸化インジ
ウムから選ばれる少なくとも１種類以上の無機化合物を含有することを特徴とする上記（
６）に記載の光学フィルム。
（８）前記導電材の平均粒径が１～２００ｎｍであることを特徴とする上記（１）～（７
）のいずれかに記載の光学フィルム。
（９）前記導電材の比表面積が１～４００ｍ２／ｇであることを特徴とする上記（１）～
（８）のいずれかに記載の光学フィルム。
（１０）前記導電材が、有機金属化合物により表面処理されていることを特徴とする上記
（１）～（９）のいずれかに記載の光学フィルム。
（１１）前記導電材が、分散剤を用いて分散されていることを特徴とする上記（１）～（
１０）のいずれかに記載の光学フィルム。
【０００９】
（１２）前記分散剤がアニオン性又は非イオン性の分散剤であることを特徴とする上記（
１１）に記載の光学フィルム。
（１３）前記帯電防止皮膜が架橋性又は重合性の官能基を有する化合物を含有することを
特徴とする上記（１）～（１２）のいずれかに記載の光学フィルム。
（１４）前記架橋性又は重合性の官能基が、熱又は光により、架橋性又は重合性を示す官
能基であることを特徴とする上記（１３）に記載の光学フィルム。
（１５）前記帯電防止皮膜のバインダーが、セルロースアシレートと架橋性、又は、重合
性の官能基を有する化合物の硬化物であることを特徴とする上記（１３）又は（１４）に
記載の光学フィルム。
（１６）前記帯電防止皮膜の表面抵抗が１×１０14Ω／□以下であることを特徴とする上
記（１）～（１５）のいずれかに記載の光学フィルム。
（１７）前記帯電防止皮膜の表面抵抗が１×１０12Ω／□以下であることを特徴とする上
記（１）～（１５）のいずれかに記載の光学フィルム。
【００１０】
（１８）前記帯電防止皮膜の上にハードコート皮膜が積層されたことを特徴とする請求項
１～１７のいずれかに記載の光学フィルム。
（１９）前記帯電防止皮膜の上にハードコート皮膜が積層され、該ハードコート皮膜が平
均粒径０．２μm～１０μmの導電性粒子を含有することを特徴とする請求項１～１８のい
ずれかに記載の光学フィルム。
（２０）前記平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子の粒径分布を示す下記Ｓ値が２．
０以下であることを特徴とする上記（１９）に記載の光学フィルム。
　　Ｓ＝［Ｄ（０．９）－Ｄ（０．１）］／Ｄ（０．５）
　　Ｄ（０．１）：体積換算粒径分布の積算値の１０％値
　　Ｄ（０．５）：体積換算粒径分布の積算値の５０％値
　　Ｄ（０．９）：体積換算粒径分布の積算値の９０％値
（２１）前記Ｓ値が１．０以下であることを特徴とする上記（２０）に記載の光学フィル
ム。
（２２）前記平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子が、有機化合物粒子又は無機化合
物粒子の表面に導電性の化合物を有する粒子であることを特徴とする上記（１９）～（２
１）のいずれかに記載の光学フィルム。
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（２３）前記平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子が、有機化合物粒子又は無機化合
物粒子の表面に導電性の金属を有する粒子であることを特徴とする上記（１９）～（２２
１）のいずれかに記載の光学フィルム。
（２４）前記平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子の平均粒径が、ハードコート皮膜
の膜厚の３０％以上であることを特徴とする上記（１９）～（２３）のいずれかに記載の
光学フィルム。
【００１１】
（２５）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜を、ワイヤーバー、グラビア、ダ
イ塗工方式のいずれかの塗工方式で設けたことを特徴とする上記（２）、（４）～（２４
）のいずれかに記載の光学フィルム。
（２６）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜をダイ塗工方式で設けたことを特
徴とする上記（２５）に記載の光学フィルム。
【００１２】
（２７）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜を形成する組成物に含有される溶
媒が、前記透明支持体及び／又は帯電防止皮膜が含有するセルロースアシレートを溶解す
る溶媒を主成分として含有することを特徴とする上記（１）～（２６）のいずれかに記載
の光学フィルム。
（２８）前記透明支持体及び／又は帯電防止皮膜が含有するセルロースアシレートを溶解
する溶媒が、ケトン系溶媒、ハロゲン化炭化水素系溶媒、エステル系溶媒のいずれか又は
これらの混合であることを特徴とする上記（２７）に記載の光学フィルム。
（２９）ハードコート皮膜塗布組成物を塗布した後硬化した皮膜組成物（ハードコート皮
膜）中に固形分換算で、１分子中に６個以上の水酸基を有するポリエステルポリオールデ
ンドリマー化合物（ａ）とエチレン性不飽和基含有モノカルボン酸（ｂ）との反応生成物
であるエチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）を１０～８０質量％含む
ことを特徴とする請求項（１）～（２８）のいずれかに記載の光学フィルム。
（３０）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜を、酸素濃度が１０体積％以下の
雰囲気で形成したことを特徴とする上記（１）～（２９）のいずれかに記載の光学フィル
ム。
（３１）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜を、酸素濃度が４体積％以下の雰
囲気で形成したことを特徴とする上記（１）～（２９）のいずれかに記載の光学フィルム
。
（３２）窒素ガス置換により他の気体を除去すること（窒素パージ）により、酸素濃度が
１０体積％以下、又は、４体積％以下の雰囲気で形成したことを特徴とする上記（３０）
又は（３１）に記載の光学フィルム。
【００１３】
（３３）前記光学フィルムが帯電防止フィルム、防眩フィルム、光拡散フィルム、反射防
止フィルムのいずれかであることを特徴とする上記（１）～（３２）のいずれかに記載の
光学フィルム。
（３４）前記帯電防止皮膜を有する側の表面の表面抵抗が１×１０14Ω／□以下であるこ
とを特徴とする上記（１）～（３３）のいずれかに記載の光学フィルム。
（３５）前記帯電防止皮膜を有する側の表面の表面抵抗が１×１０12Ω／□以下であるこ
とを特徴とする上記（１）～（３３）のいずれかに記載の光学フィルム。
（３６）前記光学フィルムの少なくとも一方の表面を鹸化処理したことを特徴とする上記
（１）～（３５）のいずれかに記載の光学フィルム。
（３７）前記帯電防止皮膜を有する側とは反対側のセルロースアシレートフィルム表面の
水に対する接触角が４０°以下であることを特徴とする上記（１）～（３６）のいずれか
に記載の光学フィルム。
【００１４】
（３８）上記（１）～（３７）のいずれかに記載の光学フィルムを作製することを特徴と
する光学フィルムの製造方法。
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（３９）上記（１）～（３５）のいずれかに記載の光学フィルムを鹸化処理することを特
徴とする上記（３８）に記載の光学フィルムの製造方法。
（４０）前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする透明支持体上に積層さ
れたことを特徴とする上記（３８）又は（３９）に記載の光学フィルムの製造方法。
（４１）前記帯電防止皮膜がセルロースアシレートを主成分とする支持体の一部として、
共流延法によって積層されたことを特徴とする上記（３８）又は（３９）に記載の光学フ
ィルムの製造方法。
（４２）前記帯電防止皮膜及び／又はハードコート皮膜をダイ塗工方式で設けることを特
徴とする上記（４０）に記載の光学フィルムの製造方法。
【００１５】
（４３）偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であっ
て、上記（１）～（３７）のいずれかに記載の光学フィルムを該保護フィルムの少なくと
も一方として用いたことを特徴とする偏光板。
（４４）偏光膜と該偏光膜の両側に配された２枚の保護フィルムとを有する偏光板であっ
て、上記（１）～（３７）のいずれかに記載の光学フィルムを該保護フィルムの一方に用
い、他方の保護フィルムに光学異方性層を有する光学補償フィルムを用いたことを特徴と
する上記（４３）に記載の偏光板。
（４５）前記光学補償フィルムが、ディスコティック構造単位を有する化合物からなる光
学異方性層を有し、該ディスコティック構造単位の円盤面がフィルム面に対して傾いてお
り、且つ該ディスコティック構造単位の円盤面とフィルム面とのなす角度が、光学異方性
層の深さ方向において変化していることを特徴とする上記（４４）に記載の偏光板。
【００１６】
（４６）上記（１）～（３７）に記載の光学フィルム及び上記（４３）～（４５）に記載
の偏光板の少なくともいずれか一つが画像表示面に配置されていることを特徴とする画像
表示装置。
（４７）液晶セルの両側に配置された２枚の偏光板のうち、表示側の偏光板として上記（
４３）～（４５）のいずれかに記載の偏光板を有し、且つ、該偏光板の保護フィルムであ
る光学フィルムが偏光膜に対し液晶セルとは反対側に配置されている液晶表示装置である
ことを特徴とする上記（４６）に記載の画像表示装置。
（４８）画像表示装置が、ＴＮ、ＳＴＮ、ＩＰＳ、ＶＡ又はＯＣＢモードの、透過型、反
射型又は半透過型の液晶表示装置であることを特徴とする上記（４６）又は（４７）に記
載の画像表示装置。
【００１７】
　本発明の光学フィルムの特徴は、基本的には導電剤とセルロースアシレートを含有する
帯電防止膜を有していることであり、とりわけ上記帯電防止皮膜を支持体の一部とするこ
と、もしくは帯電防止皮膜を支持体とハードコート皮膜の間に配置したことであり、この
帯電防止膜を有することによって耐擦傷性、層間接着性などの特性が向上する。さらには
上記帯電防止皮膜を用いた光学フィルムを適用した偏光板、画像表示素子によって発明の
解決課題が達成されて次項に述べる発明の効果が得られる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の光学フィルムは、帯電防止皮膜に導電材とセルロースアシレートを含有するこ
とにより、とりわけ帯電防止皮膜を支持体の一部とすること、もしくは該帯電防止皮膜を
セルロースアシレートから成る透明支持体とハードコート皮膜の間に設けることにより、
帯電防止皮膜及びハードコート皮膜の相互間の接着性に優れ、かつ、優れた防塵性、耐擦
傷性など高い物理性能を有する。
　さらに、本発明の光学フィルムは、透明支持体を作製する流延工程から巻き取り工程ま
での間に、帯電防止皮膜、又は、帯電防止皮膜とハードコート皮膜を作製する方法によっ
て安価で大量に作製することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下に本発明の詳細を説明する。なお、本明細書において、数値が物性値、特性値等を
表す場合に、「（数値１）～（数値２）」という記載は「（数値１）以上（数値２）以下
」の意味を表す。また、「（メタ）アクリロイル」は「アクリロイル及び／またはメタク
リロイル」の意味を表す。「（メタ）アクリレート」、「（メタ）アクリル酸」等の記載
も同様である。
【００２０】
（導電材）
　本発明において帯電防止皮膜（以下、帯電防止層と記載する。）に用いられる好ましい
導電材としては、π共役系導電性有機化合物、導電性微粒子などの電子伝導型の導電材が
好ましい。
　π共役系導電性有機化合物としては、脂肪族共役系のポリアセチレン、芳香族共役系の
ポリ（パラフェニレン）、複素環式共役系のポリピロール、ポリチオフェン、含ヘテロ原
子共役系のポリアニリン、混合型共役系のポリ（フェニレンビニレン）等が挙げられる。
【００２１】
　導電性微粒子としては、カーボン系、金属系、金属酸化物系、導電被覆系微粒子等が挙
げられる。
　カーボン系微粒子としては、カーボンブラック、ケッチェンブラック、アセチレンブラ
ック等のカーボン粉末、ＰＡＮ系炭素繊維、ピッチ系炭素繊維等のカーボン繊維、黒鉛粉
砕品のカーボンフレーク等が挙げられる。
　金属系微粒子としては、アルミニウム、銅、金、銀、ニッケル、クロム、鉄、モリブデ
ン、チタン、タングステン、タンタル等の金属、及び、それらの金属を含有する合金の粉
末や、金属フレーク、鉄、銅、ステンレス、銀メッキ銅、黄銅等の金属繊維等が挙げられ
る。
　金属酸化物系微粒子としては、亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）、インジウム（Ｉｎ）、ア
ンチモン（Ｓｂ）、セリウム（Ｃｅ）を含有する金属酸化物系微粒子などが挙げられる。
　特に、アルミニウムをドープした酸化亜鉛（ＡＺＯ）、酸化錫（ＳｎＯ2）、アンチモ
ンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、フッ素をドープした酸化錫（ＦＴＯ）、酸化インジ
ウム（Ｉｎ2Ｏ3）、亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ）、スズをドープした酸化
インジウム（ＩＴＯ）、酸化アンチモン（Ｓｂ2Ｏ5）がより好ましく、ＡＺＯ、ＡＴＯ、
ＳｎＯ2、Ｉｎ2Ｏ3、ＩＴＯが最も好ましい。
　導電被覆系微粒子としては、例えば、酸化チタン（球状、針状）、チタン酸カリウム、
ホウ酸アルミニウム、硫酸バリウム、マイカ、シリカ、ポリスチレン、アクリル樹脂、エ
ポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂等の各種微粒子表面を、金属酸化物（例
えば、ＡＺＯ、ＳｎＯ2、ＡＴＯ、ＦＴＯ、Ｉｎ2Ｏ3、ＩＺＯ、ＩＴＯ、Ｓｂ2Ｏ5、など
）、金属（例えば、金及び／又はニッケルなど）で表面処理した微粒子などが挙げられる
。
【００２２】
　帯電防止層の導電材としては、π共役系導電性有機化合物（特に、ポリチオフェン系導
電性ポリマー）、導電性微粒子としては金属系微粒子（特に、金、銀、銀／パラジウム合
金、銅、ニッケル、アルミニウム）や金属酸化物系微粒子（特に、ＡＺＯ、ＳｎＯ2、Ａ
ＴＯ、ＦＴＯ、Ｉｎ2Ｏ3、ＩＺＯ、ＩＴＯ、Ｓｂ2Ｏ5）が好ましい。特に、金属や金属酸
化物などの電子伝導型の導電材が好ましく、なかでも金属酸化物系微粒子が特に好ましい
。
【００２３】
　導電材の一次粒子の質量平均粒径は１～２００ｎｍであることが好ましく、より好まし
くは１～１５０ｎｍ、さらに好ましくは１～１００ｎｍ、特に好ましくは１～８０ｎｍで
ある。導電材の平均粒径は、光散乱法や電子顕微鏡写真により測定できる。
　導電材の比表面積は、１０～４００ｍ2／ｇであることが好ましく、２０～２００ｍ2／
ｇであることがさらに好ましく、３０～１５０ｍ2／ｇであることが最も好ましい。
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　導電材の形状は、米粒状、球形状、立方体状、紡錘形状、鱗片状、針状あるいは不定形
状であることが好ましく、特に好ましくは、不定形状、針状、鱗片状である。
【００２４】
　上記導電材は、帯電防止層中での分散性を改良するために、種々の有機金属化合物によ
り表面処理されていることが好ましい。有機金属化合物の例には、シランカップリング剤
、チタネートカップリング剤、アルミニウムカップリング剤、及び／又は、それらの誘導
体などのカップリング剤が挙げられる。特に好ましいのは、下記一般式（ａ）で表される
シランカップリング剤、及び／又は、その誘導体である。
【００２５】
　　一般式（ａ）　（Ｒ10）s－Ｓｉ（Ｚ）4-s

　一般式（ａ）中、Ｒ10は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換の
アリール基を表す。アルキル基としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ｔ－
ブチル、sec－ブチル、ヘキシル、デシル、ヘキサデシル等が挙げられる。アルキル基と
して好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数
１～６である。アリール基としてはフェニル、ナフチル等が挙げられ、好ましくはフェニ
ル基である。
【００２６】
　Ｚは水酸基または加水分解可能な基を表す。例えばアルコキシ基（炭素数1～５のアル
コキシ基が好ましい。例えばメトキシ基、エトキシ基等が挙げられる）、ハロゲン原子（
例えばＣｌ、Ｂｒ、Ｉ等）、及びＲ12ＣＯＯ（Ｒ12は水素原子または炭素数１～５のアル
キル基が好ましい。例えばＣＨ3ＣＯＯ、Ｃ2Ｈ5ＣＯＯ等が挙げられる）で表される基が
挙げられ、好ましくはアルコキシ基であり、特に好ましくはメトキシ基またはエトキシ基
である。
　ｓは１～３の整数を表す。好ましくは１または２であり、特に好ましくは１である。
　Ｒ10あるいはＺが複数存在するとき、複数のＲ10あるいはＺはそれぞれ異なっていても
よい。
【００２７】
　Ｒ10に含まれる置換基としては特に制限はないが、ハロゲン原子（フッ素、塩素、臭素
等）、水酸基、メルカプト基、カルボキシル基、エポキシ基、アルキル基（メチル、エチ
ル、ｉ－プロピル、プロピル、ｔ－ブチル等）、アリール基（フェニル、ナフチル等）、
芳香族ヘテロ環基（フリル、ピラゾリル、ピリジル等）、アルコキシ基（メトキシ、エト
キシ、ｉ－プロポキシ、ヘキシルオキシ等）、アリールオキシ基（フェノキシ等）、アル
キルチオ基（メチルチオ、エチルチオ等）、アリールチオ基（フェニルチオ等）、アルケ
ニル基（ビニル、１－プロペニル等）、アルコキシシリル基（トリメトキシシリル、トリ
エトキシシリル等）、アシルオキシ基（アセトキシ、アクリロイルオキシ、メタクリロイ
ルオキシ等）、アルコキシカルボニル基（メトキシカルボニル、エトキシカルボニル等）
、アリールオキシカルボニル基（フェノキシカルボニル等）、カルバモイル基（カルバモ
イル、Ｎ－メチルカルバモイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル、Ｎ－メチル－Ｎ－オク
チルカルバモイル等）、アシルアミノ基（アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ、アクリル
アミノ、メタクリルアミノ等）等が挙げられ、これら置換基は更に別の置換基で置換され
ていてもよい。
【００２８】
　これらのうちで更に好ましくは水酸基、メルカプト基、カルボキシル基、エポキシ基、
アルキル基、アルコキシシリル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基である。特に、架橋
又は重合性の官能基が好ましく、エポキシ基、重合性のアシルオキシ基（（メタ）アクリ
ロイル）、重合性のアシルアミノ基（アクリルアミノ、メタクリルアミノ）が好ましい。
またこれら置換基は更に上記の置換基で置換されていてもよい。
【００２９】
　Ｒ10が複数ある場合は、少なくとも一つが置換アルキル基もしくは置換アリール基であ
ることが好ましい。一般式（ａ）で表されるシランカップリング剤、及び／又は、その誘
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リング剤、及び／又は、その誘導体が好ましい。
　一般式（ｂ）
【００３０】
【化１】

【００３１】
　一般式（ｂ）において、Ｒ1は水素原子、メチル基、メトキシ基、アルコキシカルボニ
ル基、シアノ基、フッ素原子、又は塩素原子を表す。アルコキシカルボニル基としては、
メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基などが挙げられる。水素原子、メチル基、
メトキシ基、メトキシカルボニル基、シアノ基、フッ素原子、および塩素原子が好ましく
、水素原子、メチル基、メトキシカルボニル基、フッ素原子、および塩素原子が更に好ま
しく、水素原子およびメチル基が特に好ましい。
　Ｙは単結合、*－ＣＯＯ－**、*－ＣＯＮＨ－**、*－Ｏ－**、又は*－ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ
－**を表し、単結合、*－ＣＯＯ－**、*－ＣＯＮＨ－**が好ましく、単結合、*－ＣＯＯ
－**が更に好ましく、*－ＣＯＯ－**が特に好ましい。ここで、*はＣＨ2＝Ｃ（Ｒ1）－に
結合する位置を、**はＬに結合する位置を表す。
【００３２】
　Ｌは２価の連結鎖を表す。具体的には、置換もしくは無置換のアルキレン基、置換もし
くは無置換のアリーレン基、内部に連結基（例えば、エーテル、エステル、アミドなど）
を有する置換もしくは無置換のアルキレン基、内部に連結基を有する置換もしくは無置換
のアリーレン基が挙げられ、置換もしくは無置換のアルキレン基、置換もしくは無置換の
アリーレン基、内部に連結基を有するアルキレン基が好ましく、無置換のアルキレン基、
無置換のアリーレン基、内部にエーテルあるいはエステル連結基を有するアルキレン基が
更に好ましく、無置換のアルキレン基、内部にエーテルあるいはエステル連結基を有する
アルキレン基が特に好ましい。置換基は、ハロゲン、水酸基、メルカプト基、カルボキシ
ル基、エポキシ基、アルキル基、アリール基等が挙げられ、これら置換基は更に置換され
ていてもよい。
【００３３】
　ｎは０または１を表す。ｎとして好ましくは０である。
　Ｒ10は一般式（ａ）のＲ10と同義であり、置換もしくは無置換のアルキル基、無置換の
アリール基が好ましく、無置換のアルキル基、無置換のアリール基が更に好ましい。
　Ｚは一般式（ａ）のＺと同義であり、ハロゲン原子、水酸基、無置換のアルコキシ基が
好ましく、塩素原子、水酸基、無置換の炭素数１～６のアルコキシ基が更に好ましく、水
酸基、炭素数１～３のアルコキシ基が更に好ましく、メトキシ基が特に好ましい。Ｚが複
数存在するとき、複数のＺはそれぞれ同じであっても異なっていてもよい。
【００３４】
　一般式（ａ）及び一般式（ｂ）の化合物並びにその誘導体は、２種類以上を併用しても
よい。
　以下に一般式（ａ）及び一般式（ｂ）で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこ
れらに限定されるものではない。
【００３５】
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【００３６】
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【００３７】
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【００３８】
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【００３９】
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【００４０】
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【化７】

【００４１】
　チタネートカップリング剤としては、例えば、テトラメトキシチタン、テトラエトキシ
チタン、テトライソプロポキシチタンなどの金属アルコキシド、プレンアクト（KR-TTS、
KR-46B、KR-55、KR-41Bなど；味の素（株）製）などが挙げられる。
　これらの有機金属化合物による表面処理量は、上記導電材に対し、０．５～３０質量％
であることが好ましく、より好ましくは１～２０質量％、特に好ましくは２～１０質量％
である。
　導電材を上記有機金属化合物により被覆する手法に関しては、例えば、特開平１０－３
２４８１７号公報、特開２００１－２６４２３号公報、特開２００３－３２７４３０号公
報、特開２００３－３３５９７９号公報などを参考にすることができる。
【００４２】
（セルロースアシレート）
　本発明に係る帯電防止層に用いられるセルロースアシレートは、綿花リンタや木材パル
プ（広葉樹パルプ，針葉樹パルプ）を原料として作製されるものが好ましい。これらの原
料セルロースについての詳細な記載は、例えば、プラスチック材料講座（１７）繊維素系
樹脂（丸澤、宇田著、日刊工業新聞社、１９７０年発行）に見られる。
【００４３】
　本発明に用いるセルロースアシレートは、セルロースの水酸基への置換度が下記式（I
）～（III）の全てを満足するものが好ましい。
（I）　　　２．０≦Ａ＋Ｂ≦３．０
（II）　　　０≦Ａ≦３．０
（III）　　０≦Ｂ≦３．０
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　ここで、式中Ａ及びＢはセルロースの水酸基に置換されているアシル基の置換基を表し
、Ａはアセチル基の置換度、また、Ｂは炭素原子数３～２２のアシル基の置換度である。
セルロースには１グルコース単位に３個の水酸基があり、上記の数字はその水酸基３．０
に対する置換度を表すもので、最大の置換度が３．０である。セルローストリアセテート
は一般にＡの置換度が２．６～３．０であり（この場合、置換されなかった水酸基が最大
０．４である）、Ｂ＝０である。
　なお、置換度は、セルロースの水酸基に置換する酢酸及び／又は炭素原子数３～２２の
脂肪酸の結合度を測定し、計算によって得られる。測定方法としては、ＡＳＴＭのＤ－８
１７－９１に準じて実施することが出来る。
【００４４】
　なお、アシル基がすべてアセチル基の場合は、その水酸基の置換度を酢化度であらわす
ことが通常行われている。ここで酢化度は、結合酢酸量を意味し、セルロース単位質量当
たりの結合酢酸の質量百分率をいい、ＡＳＴＭ：Ｄ－８１７－９１（セルロースアセテー
トなどの試験方法）のアセチル化度の測定法に準じて測定できる。
　また、置換度は、酢化度と下記一般式で表される関係にある。

置換度＝酢化度×１６２／［（６００５－酢化度）×４２］
【００４５】
　本発明に用いるセルロースアシレートのアシル基としては、脂肪族アシル基でも芳香族
アシル基でもよく特に限定されない。例えば、セルロースのアルキルカルボン酸エステル
、アルケニルカルボン酸エステルあるいは芳香族カルボン酸エステル、芳香族基置換アル
キルカルボン酸エステルなどが挙げられ、それぞれさらに置換された基を有していてもよ
く、総炭素数が２２以下のエステル基が好ましい。
　好ましいセルロースアシレートとしては、エステル部の総炭素数が２２以下のアシル基
（例えば、アセチル、プロピオニル、ブチロイル、バレル、ヘプタノイル、オクタノイル
、デカノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、ヘキサデカノイル、オクタデカノイルな
ど）、アリールカルボニル基（アクリル、メタクリルなど）、芳香族アシル基（ベンゾイ
ル、ナフタロイルなど）、シンナモイル基などを有するセルロースアシレートを挙げるこ
とが出来る。これらの中でも、セルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネ
ート（ＣＡＰ）、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、セルロースアセテートス
テアレート、セルロースアセテートベンゾエートなどが好ましい。
　さらに又、架橋又は重合性の官能基を導入したセルロースアシレートも好ましく用いら
れ、光、熱、電子線、放射線により架橋又は重合する官能基を有するセルロースアシレー
トが好ましく、特に、光又は熱で架橋又は重合する官能基を有するセルロースアシレート
が好ましい。
　架橋又は重合性の官能基としては、例えば、ラジカル種による架橋反応・重合反応が可
能なエチレン性不飽和基（例えば（メタ）アクリロイル基、アリル基、スチリル基、ビニ
ルオキシ基等）、カチオン重合性基（エポキシ基、オキサタニル基、ビニルオキシ基等）
、重縮合反応性基（加水分解性シリル基等、Ｎ－メチロール基）等、その他、アジリジン
基、イソシアネート基を有するバインダーなどが挙げられる。好ましい官能基は、（メタ
）アクリロイル基、アリル基、エポキシ基、イソシアネート基であり、特に好ましいのは
（メタ）アクリロイル基、イソシアネート基である。
【００４６】
　本発明に用いられる好ましいセルロースアシレートは、特開昭５７－１８２７３７号公
報、特開平４－２７７５３０号公報、同８－２３１７６１号公報、同９－４０７９２号公
報、同９－９０１０１号公報、同１０－４５８０３号公報、同１０－６０１７０号公報、
同１１－５８５１号公報、同１１－２６９３０４号公報、同１１－２６９３０４号公報、
同１１－２９２９８９号公報、同１２－１３１５２４号公報、同１２－１３７１１５号公
報などにも記載されている。
　セルロースアシレートの中でも特に好ましいのは、セルロースアセテートであり、置換
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度としては、２．０～３．０が好ましく、より好ましくは２．２～３．０、特に好ましく
は２．４～２．９５である。いわゆる、セルローストリアセテート（ＴＡＣ）、セルロー
スジアセテート（ＤＡＣ）であることが好ましい。
【００４７】
　市販品としては、ダイセル化学工業（株）（例えば、ＬＭ－８０、Ｌ－２０，３０，４
０，５０，７０、及び、ＬＴ－３５，５５，１０５など）、イーストマンケミカル社（例
えば、ＣＡＢ－５５１－０．０１、ＣＡＢ－５５１－０．０２、ＣＡＢ－５００－５、Ｃ
ＡＢ－３８１－０．５、ＣＡＢ－３８１－０２、ＣＡＢ－３８１－２０、ＣＡＢ－３２１
－０．２、ＣＡＰ－５０４－０．２、ＣＡＰ－４８２－２０、ＣＡ－３９８－３など）、
コートルズ社、ヘキスト社等のセルロースアシレートが挙げられる。
【００４８】
　セルロースアシレートの好ましい重合度は、粘度平均重合度１００～７００であり、好
ましくは１２０～５００、より好ましくは１３０～４００、更に好ましくは１４０～４０
０であり、特に好ましくは１５０～３８０である。
　粘度平均重合度は、宇田らの極限粘度法（宇田和夫、斉藤秀夫、繊維学会誌、第１８巻
第１号、１０５～１２０頁、１９６２年）により測定できる。更に特開平９－９５５３８
号公報に詳細に記載されている。粘度平均重合度は、オストワルド粘度計にて測定したセ
ルロースアシレートの固有粘度［η］から、下記の式により求める。
【００４９】
（ａ１）　　ＤＰ＝［η］／Ｋｍ
式中、［η］は、セルロースアシレートの固有粘度であり、Ｋｍは、定数６×１０-4であ
る。
　粘度平均重合度（ＤＰ）が２９０以上である場合、粘度平均重合度と落球式粘度法によ
る濃厚溶液粘度（η）が下記式（ａ２）の関係を満足することが好ましい。
【００５０】
（ａ２）：２．８１４×ｌｎ（ＤＰ）－１１．７５３≦ｌｎ（η）≦６．２９×ｌｎ（Ｄ
Ｐ）－３１．４６９
　式中、ＤＰは２９０以上の粘度平均重合度の値であり、ηは落球式粘度法における標線
間の通過時間（ｓｅｃ）である。上記式（ａ２）は、粘度平均重合度と濃厚溶液粘度をプ
ロットし、その結果から算出したものである。
【００５１】
　また、本発明に使用するセルロースアシレートは、ゲルパーミエーションクロマトグラ
フィーによるＭｗ／Ｍｎ（Ｍｗは質量平均分子量、Ｍｎは数平均分子量）の分子量分布が
狭いことが好ましい。具体的なＭｗ／Ｍｎの値としては１．０～５．０が好ましく、１．
０～４．０が更に好ましく、１．５～３．５が特に好ましい。
　セルロースアシレートのガラス転移温度（Ｔｇ）は、７０～２００℃であることが好ま
しく、より好ましくは１００～１８０℃である。
【００５２】
（帯電防止皮膜）
　本発明の帯電防止皮膜（以下、帯電防止層と記載する）は、上記導電材と上記セルロー
スアシレートを含有することを特徴とする。以下、本発明の帯電防止層について詳述する
。
　帯電防止層を透明支持体（セルロースアシレートフィルム）上に構築することによって
透明支持体の表面に塵埃（埃など）が付着するのが防止されて、優れた防塵性を発現させ
ることができる。防塵性は、透明支持体の表面の表面抵抗値を下げることによって発現し
、表面抵抗値が低いほど高い効果が得られる。
　本発明の光学フィルムにおいては、帯電防止層を有する側の表面の表面抵抗値が、１×
１０14Ω／□以下であることが好ましく、１×１０12Ω／□以下であることがより好まし
く、１×１０11Ω／□以下であることが更に好ましく、１×１０9Ω／□以下であること
が特に好ましく、１×１０8Ω／□以下であることが最も好ましい。
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　帯電防止層の膜厚は用途により適切に設計することができる。優れた透明性を有する帯
電防止層を作製する場合、膜厚は１μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは０．
０１～０．５０μｍ、更に好ましくは０．０５～０．３０μｍ、特に好ましくは０．０７
～０．２５μｍである。
　帯電防止層のヘイズは５％以下であることが好ましく、さらに好ましくは３％以下、特
に好ましくは１％以下である。
　本発明の帯電防止層は、透明支持体とハードコート皮膜（以下、ハードコート層と記載
する。）の間に構築され、透明支持体、帯電防止層、ハードコート層の相互間の接着性を
改良する。
【００５３】
（帯電防止層の形成法）
　帯電防止層の形成において、導電材は分散物の状態で使用することが好ましい。導電材
の分散においては、分散剤の存在下で、分散媒体中に分散することが好ましい。
　分散剤を用いて分散することにより、導電材は極めて微細に分散することができ、透明
な帯電防止層の作製を可能にする。
　本発明において、導電材の分散剤としては、アニオン性分散剤、カチオン性分散剤、ノ
ニオン性分散剤、両性分散剤を好ましく用いることができ、好ましくはアニオン性分散剤
、ノニオン性分散剤である。
【００５４】
　本発明に用いる導電材の分散には、特に、アニオン性基を有するアニオン性分散剤を用
いることが好ましい。アニオン性基としては、カルボキシル基、スルホン酸基（スルホ基
）、リン酸基（ホスホノ基）、スルホンアミド基等の酸性プロトンを有する基、またはそ
の塩が有効であり、特にカルボキシル基、スルホン酸基、リン酸基またはその塩が好まし
く、カルボキシル基、リン酸基が特に好ましい。　分散剤１分子当たりに含有されるアニ
オン性基の数は、１個以上が含有されていればよいが、導電材の分散性をさらに改良する
目的で分散剤１分子当たりアニオン性基が複数個含有されていてもよい。１分子当たり平
均で２個以上であることが好ましく、より好ましくは５個以上、特に好ましくは１０個以
上である。また、分散剤１分子中に含有されるアニオン性基は、複数種類であってもよい
。
　市販の分散剤としては、ホスファノール（PE－510、PE－610、LB－400、EC－6103、RE
－410など；東邦化学工業（株）製、いずれも商品名）、Disperbyk（－110、－111、－11
6、－140、－161、－162、－163、－164、－164、－170、－171など；ビックケミー・ジ
ャパン社製、いずれも商品名）、ソルスパーズ（－24000など；アイ・シー・アイジャパ
ン（株）製、商品名）などが挙げられる。
【００５５】
　分散剤は、さらに架橋又は重合性の官能基を含有することが好ましい。架橋又は重合性
の官能基としては、ラジカル種による架橋反応・重合反応が可能なエチレン性不飽和基（
例えば（メタ）アクリロイル基、アリル基、スチリル基、ビニルオキシ基等）、カチオン
重合性基（エポキシ基、オキサタニル基、ビニルオキシ基等）、重縮合反応性基（加水分
解性シリル基等、Ｎ－メチロール基）等、その他、アジリジン基、イソシアネート基など
が挙げられる。分散剤が架橋又は重合性の官能基を有することで、帯電防止層の形成にお
いて、導電材の分散状態を維持し、かつ分散剤が架橋又は重合反応することで優れた皮膜
形成能を付与して帯電防止層の物理強度を改良する。
　本発明の帯電防止層に用いる導電材の分散に用いる分散剤は、アニオン性基及び架橋又
は重合性の官能基を有し、かつ該架橋又は重合性の官能基を側鎖に有する分散剤であるこ
とが好ましい。
【００５６】
　分散剤の質量平均分子量（Ｍｗ）は、特に限定されないが１０００以上であることが好
ましい。好ましい質量平均分子量（Ｍｗ）は２０００～１００００００であり、さらに好
ましくは５０００～２０００００、特に好ましくは１００００～１０００００である。
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【００５７】
　分散剤の導電材に対する使用量は、１～５０質量％の範囲であることが好ましく、５～
３０質量％の範囲であることがより好ましく、５～２０質量％であることが最も好ましい
。また、分散剤は２種類以上を併用してもよい。
　導電材は分散剤の存在下で、分散媒体中に分散することが好ましい。
【００５８】
　分散媒体は、沸点が５０～１７０℃の液体を用いることが好ましい。分散媒体の例には
、水、アルコール系溶媒（例、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール
、ベンジルアルコールなど）、ケトン系溶媒（例、アセトン、メチルエチルケトン、メチ
ルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなど）、エステル系溶媒（例、酢酸メチル、酢酸
エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ブチ
ルなど）、脂肪族炭化水素（例、ヘキサン、シクロヘキサンなど）、ハロゲン化炭化水素
系溶媒（例、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素など）、芳香族炭化水素系溶媒
（例、ベンゼン、トルエン、キシレンなど）、アミド系溶媒（例、ジメチルホルムアミド
、ジメチルアセトアミド、ｎ－メチルピロリドンなど）、エーテル系溶媒（例、ジエチル
エーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなど）、エーテルアルコール系溶媒（例、１
－メトキシ－２－プロパノールなど）が含まれる。
　特に、帯電防止層が含有するセルロースアシレートを溶解する分散媒体であることが好
ましい。好ましい分散媒体は、ケトン系溶媒（例、メチルエチルケトン、シクロヘキサノ
ンなど）、エステル系溶媒（例、酢酸メチル、など）、ハロゲン化炭化水素系溶媒（例、
ジクロロメタンなど）である。
【００５９】
　導電材は、分散機を用いて分散することが好ましい。分散機の例には、サンドグライン
ダーミル（例、ピン付きビーズミル）、ダイノミル、高速インペラーミル、ペッブルミル
、ローラーミル、アトライターおよびコロイドミルなどが含まれる。サンドグラインダー
ミル、ダイノミルなどのメディア分散機が特に好ましい。また、予備分散処理と組合わせ
て２段階分散を実施してもよい。予備分散処理に用いる分散機の例には、ボールミル、三
本ロールミル、ニーダーおよびエクストルーダーが含まれる。
　導電材は、分散媒体中で微細に分散されていることが好ましく、質量平均粒径が１～７
００ｎｍであることが好ましい。好ましくは、１０～５００ｎｍであり、さらに好ましく
は２０～３００ｎｍ、特に好ましくは３０～２５０ｎｍである。
　導電材を７００ｎｍ以下に微細化することで透明性を損なわず、帯電防止性に優れた帯
電防止層を作製できる。
【００６０】
　本発明の帯電防止層は、導電材に加えて、さらに上記セルロースアシレートを含有する
。セルロースアシレートは導電材のバインダーとして機能すると共に、透明支持体（セル
ロースアシレートフィルム）とハードコート皮膜との間の接着性を改良する。
　セルロースアシレートとしては、前記したセルロースのアルキルカルボン酸エステル、
アルケニルカルボン酸エステル、芳香族カルボン酸エステル、芳香族基置換アルキルカル
ボン酸エステル、とりわけセルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネート
（ＣＡＰ）、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、セルロースアセテートステア
レート、セルロースアセテートベンゾエートであることが好ましい。
　セルロースアシレートの中でも特に好ましいのは、セルロースアセテートであり、置換
度としては、２．０～３．０が好ましく、より好ましくは２．２～３．０、特に好ましく
は２．４～２．９５である。いわゆる、セルローストリアセテート（ＴＡＣ）、セルロー
スジアセテート（ＤＡＣ）であることが好ましい。
　帯電防止層に用いる導電材の含有量は、帯電防止層の全固形分に対し、２０～９０質量
％であることが好ましく、３０～８０質量％であることがより好ましく、４０～７０質量
％であることがさらに好ましく、４５～６５質量％であることが特に好ましく、４５～６
０質量％であることが最も好ましい。
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【００６１】
　また、帯電防止層に用いるセルロースアシレートの含有量は、帯電防止層の全固形分に
対し、１０～８０質量％であることが好ましく、２０～７０質量％であることがより好ま
しく、３０～６０質量％であることがさらに好ましく、３５～５５質量％であることが特
に好ましく、４０～５５質量％であることが最も好ましい。さらに、セルロースアシレー
トは、帯電防止層の導電材を除いた成分の主成分であることが好ましい。ここで、主成分
とは、導電材を除いた成分の中で最も含有量が多い成分であることを意味する。
【００６２】
　本発明に係る帯電防止層には、帯電防止層の強度を改良する点で、さらに架橋又は重合
性の官能基を含有するバインダーを添加することが好ましい。架橋又は重合性の官能基を
含有するバインダーとしては、例えば、ラジカル種による架橋反応・重合反応が可能なエ
チレン性不飽和基（例えば（メタ）アクリロイル基、アリル基、スチリル基、ビニルオキ
シ基等）、カチオン重合性基（エポキシ基、オキサタニル基、ビニルオキシ基等）、重縮
合反応性基（加水分解性シリル基等、Ｎ－メチロール基）等、その他、アジリジン基、イ
ソシアネート基を有するバインダーなどが挙げられる。好ましいのは、（メタ）アクリロ
イル基、アリル基、エポキシ基、イソシアネート基を有するバインダーであり、特に好ま
しいのは（メタ）アクリロイル基、イソシアネート基を含有するバインダーである。
【００６３】
　本発明に係る帯電防止層は、上記導電材と上記セルロースアシレートを含有する液に、
架橋又は重合性の官能基を有するバインダー、重合開始剤及び、反応促進剤等を加えて帯
電防止層形成用の塗料とし、透明支持体上に該帯電防止層形成用の塗料を塗布して、架橋
又は重合性の官能基を有するバインダーを架橋又は重合反応により硬化させて作製するこ
とが特に好ましい。
　架橋又は重合性の官能基を有するバインダーとしては、電離放射線硬化性化合物が好ま
しく、例えば、後述する電離放射線硬化性の多官能モノマーや多官能オリゴマーなどが好
ましい。
　上記作製法において帯電防止層のバインダーは、分散剤、セルロースアシレート及び架
橋又は重合性の官能基を有するバインダーの硬化物を含有することが好ましい。
　さらに、帯電防止層のバインダーを層の塗布と同時、または塗布後に、分散剤、セルロ
ースアシレート及び架橋又は重合性の官能基を有するバインダーなどを架橋反応又は重合
反応させて硬化させて形成することが好ましい。
【００６４】
　このようにして塗設した帯電防止層のバインダーは、例えば架橋又は重合性の官能基を
有する分散剤、セルロースアシレート及び、架橋又は重合性の官能基を有するバインダー
とが、架橋又は重合反応し、バインダーに分散剤のアニオン性基が取りこまれた形となり
、アニオン性基が導電材の分散状態を維持する機能を有し、架橋又は重合構造がバインダ
ーに皮膜形成能を付与して、導電材を含有する帯電防止層の物理強度及び耐薬品性、を改
良できるので好ましい。
【００６５】
　架橋又は重合性の官能基を有するバインダーの官能基としては、光、熱、電子線、放射
線により架橋又は重合するものが好ましく、中でも光又は熱で架橋又は重合する官能基が
好ましい。
　光重合性官能基としては、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基
等の不飽和の重合性官能基等が挙げられ、中でも、（メタ）アクリロイル基が好ましい。
【００６６】
　光重合性官能基を有する光重合性多官能モノマーの具体例としては、ネオペンチルグリ
コールアクリレート、１，６－ヘキサンジオール（メタ）アクリレート、プロピレングリ
コールジ（メタ）アクリレート等のアルキレングリコールの（メタ）アクリル酸ジエステ
ル類、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メ
タ）アクリレート、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
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リコールジ（メタ）アクリレート等のポリオキシアルキレングリコールの（メタ）アクリ
ル酸ジエステル類、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート等の多価アルコールの
（メタ）アクリル酸ジエステル類、２，２－ビス｛４－（アクリロキシ・ジエトキシ）フ
ェニル｝プロパン、２－２－ビス｛４－（アクリロキシ・ポリプロポキシ）フェニル｝プ
ロパン等のエチレンオキシドあるいはプロピレンオキシド付加物の（メタ）アクリル酸ジ
エステル類、等を挙げることができる。
【００６７】
　さらにはエポキシ（メタ）アクリレート類、ウレタン（メタ）アクリレート類、ポリエ
ステル（メタ）アクリレート類も、光重合性多官能モノマーとして、好ましく用いられる
。
【００６８】
　中でも、多価アルコールと（メタ）アクリル酸とのエステル類が好ましい。さらに好ま
しくは、１分子中に３個以上の（メタ）アクリロイル基を有する多官能モノマーが好まし
い。具体的には、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールエ
タントリ（メタ）アクリレート、１，２，４－シクロヘキサンテトラ（メタ）アクリレー
ト、ペンタグリセロールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリ
レート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、（ジ）ペンタエリスリトール
トリアクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールペンタアクリレート、（ジ）ペンタエリ
スリトールテトラ（メタ）アクリレート、（ジ）ペンタエリスリトールヘキサ（メタ）ア
クリレート、トリペンタエリスリトールトリアクリレート、トリペンタエリスリトールヘ
キサトリアクリレート等が挙げられる。
　多官能モノマーは、二種類以上を併用してもよい。
【００６９】
　光重合性多官能モノマーの重合反応には、光重合開始剤を用いることが好ましい。光重
合開始剤としては、光ラジカル重合開始剤と光カチオン重合開始剤が好ましく、特に好ま
しいのは光ラジカル重合開始剤である。
　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、ミヒ
ラーのベンゾイルベンゾエート、α－アミロキシムエステル、テトラメチルチウラムモノ
サルファイドおよびチオキサントン類等が挙げられる。
【００７０】
　市販の光ラジカル重合開始剤としては、日本化薬（株）製のKAYACURE（DETX-S、BP-100
、BDMK、CTX、BMS、2-EAQ、ABQ、CPTX、EPD、ITX、QTX、BTC、MCAなど）、チバ・スペシ
ャルティ・ケミカルズ（株）製のイルガキュア（６５１、１８４、５００、９０７、３６
９、１１７３、２９５９、４２６５、４２６３など）、サートマー社製のEsacure（KIP10
0F、KB1、EB3、BP、X33、KT046、KT37、KIP150、TZT）等が挙げられる。
【００７１】
　特に、光開裂型の光ラジカル重合開始剤が好ましい。光開裂型の光ラジカル重合開始剤
については、高薄一弘著「最新ＵＶ硬化技術」（（株）技術情報協会、１５９頁、１９９
１年）に記載されている。
　市販の光開裂型の光ラジカル重合開始剤としては、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ
（株）製のイルガキュア（６５１、１８４、９０７）等が挙げられる。
【００７２】
　光重合開始剤は、多官能モノマー１００質量部に対して、０．１～１５質量部の範囲で
使用することが好ましく、より好ましくは１～１０質量部の範囲である。
　光重合開始剤に加えて、光増感剤を用いてもよい。光増感剤の具体例として、ｎ－ブチ
ルアミン、トリエチルアミン、トリ－ｎ－ブチルホスフィン、ミヒラーのケトンおよびチ
オキサントンを挙げることができる。
　市販の光増感剤としては、日本化薬（株）製のKAYACURE（DMBI、EPA）などが挙げられ
る。
　光重合反応は、帯電防止層の塗布および乾燥後、紫外線照射により行うことが好ましい
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。
　紫外線照射には、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク、キセノン
アーク、メタルハライドランプ等の光線から発する紫外線等が利用できる。
【００７３】
　また、架橋又は重合性の官能基を有するバインダーとしては、熱硬化性化合物も好まし
く用いられ、例えば、エポキシ基、アジリジン基、イソシアネート基を有するモノマーや
オリゴマーなどが好ましく、中でも、イソシアネート基を有するモノマーやオリゴマーが
好ましい。
　イソシアネート基を有するバインダーとしてはイソシアネート基を２個以上有するポリ
イソシアネート化合物で、例えば、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、キシリレンジイソシアネート、ナフチレン－１，５－ジイソシアネート、ｏ－
トルイジンジイソシア－ネート、イソホロンジイソシアネート、トリフェニルメタンジイ
ソシアネートなどのイソシアネート類、これらのイソシアネート類とポリアルコールとの
反応生成物（例えば、トルレンジイソシアナート３ｍｏｌとトリメチロールプロパン１ｍ
ｏｌの反応生成物）、これらのイソシアネート類の縮合により生成したポリイソシアネー
トなどが挙げられる。
　また、イソシアネート基を有するバインダー中のイソシアネート基の含有率は２０～４
０質量％であることが好ましい。より好ましくは２５～３５質量％である。
【００７４】
　市販品では、ミリオネート（ＭＴ、ＭＲ－１００、ＭＲ－２００、ＭＲ－３００、ＭＲ
－４００など、日本ポリウレタン（株）製、いずれも商品名）、コロネート（Ｌ　など、
日本ポリウレタン（株）製、商品名）、スミジュール（４４Ｖ１０、住友バイエルウレタ
ン（株）、商品名）などが挙げられる。上記、イソシアネート基を含有するバインダーを
使用する際、架橋促進剤として、３級アミン系、金属塩系、ＤＢＵ（１，８－ジアザ－ビ
シクロ〔５，４，０〕ウンデセン－７）系化合物を用いることも好ましい。
　帯電防止層の作製において、上記導電材、分散剤、セルロースアシレート、及び架橋又
は重合性の官能基を有するバインダーは、それぞれ複数種類を用いることもできる。
　帯電防止層は、帯電防止層形成用の塗料を透明支持体上に塗布して、また、必要に応じ
て塗布と同時または塗布後に、架橋又は重合反応を実施して、作製することが好ましい。
【００７５】
　帯電防止層の中において、導電材は微細に分散されていることが好ましく、質量平均粒
径は１～７００ｎｍであることが好ましい。好ましくは、１０～５００ｎｍであり、さら
に好ましくは２０～３００ｎｍ、特に好ましくは３０～２５０ｎｍである。
　導電材を７００ｎｍ以下に微細化することで透明性を損なわず、帯電防止性に優れた帯
電防止層を作製できる。
【００７６】
　帯電防止層の好ましい塗布溶媒としては、ケトン系溶媒（例、アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなど）、エステル系溶媒（例、酢酸
メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピ
ル、蟻酸ブチルなど）、脂肪族炭化水素（例、ヘキサン、シクロヘキサンなど）、ハロゲ
ン化炭化水素系溶媒（例、ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素など）、芳香族炭
化水素系溶媒（例、ベンゼン、トルエン、キシレンなど）、アミド系溶媒（例、ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ｎ－メチルピロリドンなど）、エーテル系溶媒（
例、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフランなど）、エーテルアルコール系
溶媒（例、１－メトキシ－２－プロパノールなど）が含まれる。特に、帯電防止層及び／
又は透明支持体に含有するセルロースアシレートを溶解する溶媒であることが好ましい。
好ましい塗布溶媒は、ケトン系溶媒（例、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなど）
、エステル系溶媒（例、酢酸メチル、など）、ハロゲン化炭化水素系溶媒（例、ジクロロ
メタンなど）である。特に好ましい塗布溶媒は、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン
、ジクロロメタンである。
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　塗布溶媒は、その他の溶媒を含んでいてもよい。例えば、水、脂肪族炭化水素（例、ヘ
キサン、シクロヘキサン）、アミド（例、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド
、ｎ－メチルピロリドン）、エーテル（例、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒド
ロフラン）、エーテルアルコール（例、１－メトキシ－２－プロパノール）が含まれる。
【００７７】
　塗布溶媒は、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、ハロゲン化炭化水素系溶媒の合計量が全
溶媒の１０質量％以上であることが好ましい。好ましくは３０質量％以上、さらに好まし
くは５０質量％以上である。
【００７８】
　帯電防止層の形成は、特に帯電防止層が電離放射線硬化性化合物を含有し、電離放射線
硬化性化合物の架橋又は重合反応により作製する場合には、酸素濃度が１０体積％以下の
雰囲気で実施することが好ましい。
　帯電防止層を酸素濃度が１０体積％以下の雰囲気で作製することにより、帯電防止層の
物理強度（耐擦傷性など）、耐薬品性を改良することができる。
　好ましくは酸素濃度が４体積％以下の雰囲気で電離放射線硬化性化合物の架橋又は重合
反応により作製することであり、更に好ましくは酸素濃度が２体積％以下、特に好ましく
は酸素濃度が１体積％以下、最も好ましくは酸素濃度が０．５体積％以下である。
　酸素濃度を１０体積％以下にする手法としては、大気（窒素濃度約７９体積％、酸素濃
度約２１体積％）を別の気体で置換することが好ましく、特に好ましくは窒素で置換（窒
素パージ）することである。
【００７９】
　帯電防止層には、前記の成分（導電材、重合開始剤、光増感剤、バインダーなど）以外
に、樹脂、界面活性剤、カップリング剤、増粘剤、着色防止剤、着色剤（顔料、染料）、
消泡剤、レベリング剤、難燃剤、紫外線吸収剤、赤外線吸収剤、接着付与剤、重合禁止剤
、酸化防止剤、表面改質剤、などを添加することもできる。
　帯電防止層は透明支持体とハードコート層の間に構築され、特に、透明支持体の隣接層
として構築することが好ましく、更には、透明支持体とハードコート層の隣接層として構
築することが特に好ましい。
【００８０】
（透明支持体）
　透明支持体は、セルロースアシレート（例、前記したセルロースのアルキルカルボン酸
エステル、アルケニルカルボン酸エステル、芳香族カルボン酸エステル、芳香族アルキル
カルボン酸エステル、セルロースアセテート、セルロースアセテートプロピオネート（Ｃ
ＡＰ）、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、セルロースアセテートステアレー
ト、セルロースアセテートベンゾエートなど）から形成される。
　中でもセルロースアセテートが好ましく、置換度としては２．６～３．０であることが
好ましい。最も好ましくは、セルローストリアセテート（ＴＡＣ）である。
【００８１】
　セルロースアシレートフィルムとしては、セルロースアシレートを溶媒に溶解すること
で調整したセルロースアシレートドープを単層流延、複数層共流延の何れかの流延方法に
より作製することが好ましい。
【００８２】
　特に、環境保全の観点から、セルロースアシレートを低温溶解法あるいは高温溶解法に
よってジクロロメタンを実質的に含まない溶媒に溶解することで調整したセルロースアシ
レートドープを用いて作製したセルロースアシレートフィルムが好ましい。
　本発明に好ましく用いられるセルロースアシレートフィルムについては、発明協会公開
技報（公技番号２００１－１７４５）に例示されている。
【００８３】
　透明支持体の膜厚は特に限定されるものではないが、膜厚は１～３００μｍがよく、好
ましくは３０～１５０μｍ、特に好ましくは４０～１２０μｍ、最も好ましくは４０～１
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　透明支持体の光透過率は、８０％以上であることが好ましく、８６％以上であることが
さらに好ましい。
　透明支持体のヘイズは低い方が好ましい。２．０％以下であることが好ましく、１．０
％以下であることがさらに好ましい。
　透明支持体の屈折率は、１．４０～１．７０であることが好ましい。
【００８４】
　透明支持体には、赤外線吸収剤あるいは紫外線吸収剤を添加してもよい。赤外線吸収剤
の添加量は、透明支持体の０．０１～２０質量％であることが好ましく、０．０５～１０
質量％であることがさらに好ましい。
　また、透明支持体には、滑り剤として、不活性無機化合物の粒子を添加してもよい。無
機化合物の例には、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2、ＢａＳＯ4、ＣａＣＯ3、タルクおよびカオリンな
どが含まれる。
【００８５】
　透明支持体に、表面処理を実施してもよい。表面処理の例には、薬品処理、機械的処理
、コロナ放電処理、火焔処理、紫外線照射処理、高周波処理、グロー放電処理、活性プラ
ズマ処理、レーザー処理、混酸処理およびオゾン酸化処理が含まれる。グロー放電処理、
紫外線照射処理、コロナ放電処理および火焔処理が好ましく、グロー放電処理とコロナ放
電処理が特に好ましい。
【００８６】
（ハードコート皮膜）
　光学フィルムには、物理強度を付与するために帯電防止層の上に、ハードコート皮膜（
以下、ハードコート層と記載する。）を設けることが好ましい。
　ハードコート層は、通常、電離放射線硬化性の化合物や反応性有機珪素化合物で形成す
るが、特に、電離放射線硬化性の化合物の架橋又は重合反応により形成されることが好ま
しい。例えば、電離放射線硬化性の多官能モノマーや多官能オリゴマーを含む塗料を透明
支持体上に塗布し、多官能モノマーや多官能オリゴマーを架橋又は重合反応させることに
より形成することができる。
　電離放射線硬化性の多官能モノマーや多官能オリゴマーの官能基としては、光、電子線
、放射線重合性のものが好ましく、中でも光重合性官能基が好ましい。
　光重合性官能基としては、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、スチリル基、アリル基
等の不飽和の重合性官能基等が挙げられ、中でも、（メタ）アクリロイル基が好ましい。
【００８７】
　ハードコート層を構成する多官能オリゴマーの例としてはエチレン性不飽和基含有ポリ
エステルデンドリマー（Ａ）を含有することがカール低減や塗布膜の可撓性向上の観点か
ら好ましい。エチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）は、１分子中に６
個以上の水酸基を有するポリエステルポリオールデンドリマー化合物（ａ）とエチレン性
不飽和基含有モノカルボン酸（ｂ）とを反応させることにより得られる。
【００８８】
　１分子中に６個以上の水酸基を有するポリエステルポリオールデンドリマー化合物とは
、エステル結合により高度に枝分かれした分子構造を有し、末端基のほとんどが水酸基で
あるポリエステルポリオールであれば特に制限されないが、好ましくは下記一般式（１）
で表される化合物であり、具体的には例えば、ＢＯＬＴＯＲＮ Ｈ２０、ＢＯＬＴＯＲＮ 
Ｈ３０、ＢＯＬＴＯＲＮ Ｈ４０、ＢＯＬＴＯＲＮ Ｈ２００３、ＢＯＬＴＯＲＮ Ｈ２０
０４、ＢＯＬＴＯＲＮ Ｐ１０００（いずれもペルストルプ アー・ペー社製）等があげら
れる。
　一般式（１）
【００８９】
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【化８】

　［式中、Ｘはジメチロールプロピオン酸残基又は水素原子を示し、ｎは１～１０の整数
を示す］
【００９０】
　エチレン性不飽和基含有モノカルボン酸（ｂ）としては例えば、アクリル酸類、クロト
ン酸、α－シアノ桂皮酸、桂皮酸、飽和又は不飽和二塩基酸と不飽和基含有モノグリシジ
ル化合物との反応生成物等が挙げられる。
【００９１】
　該アクリル酸類としては例えば、アクリル酸、アクリル酸の二量体、メタクリル酸、β
－スチリルアクリル酸、β－フルフリルアクリル酸、飽和又は不飽和二塩基酸無水物と１
分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレート誘導体との等モル反応物である半エ
ステル類、飽和又は不飽和二塩基酸とモノグリシジル（メタ）アクリレート誘導体類との
等モル反応生成物である半エステル類等が挙げられ、好ましくはアクリル酸が挙げられる
。
【００９２】
　飽和又は不飽和二塩基酸無水物と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）アクリレー
ト誘導体との等モル反応物である半エステル類とは、例えば、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）アクリレート又は１，４－ブタンジ
オールモノ（メタ）アクリレート等と、二塩基酸無水物（例えば、無水コハク酸、無水マ
レイン酸、無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸等）と
の反応物である半エステル等が挙げられる。
　飽和又は不飽和二塩基酸とモノグリシジル（メタ）アクリレート誘導体類との等モル反
応物である半エステル類には、例えば、メタクリル酸グリシジルと（メタ）アクリル酸と
の反応物に前記二塩基酸無水物を反応させて得られる生成物等も挙げられる。
　飽和又は不飽和二塩基酸と不飽和基含有モノグリシジル化合物との反応生成物には、例
えば、フェニルジグリシジルエーテル化合物、ビスフェノール型エポキシ化合物、水素化
ビスフェノール型エポキシ化合物、脂環式ジグリシジルエーテル化合物、脂肪族ジグリシ
ジルエーテル化合物、ポリサルファイド型ジグリシジルエーテル化合物、ビフェノール型
エポキシ化合物、ビキシレノール型エポキシ化合物、ハロゲン化ビスフェノール骨格を有
するエポキシ化合物又はハロゲン化ビフェノール骨格を有するエポキシ化合物と、（メタ
）アクリル酸との反応物に前記二塩基酸無水物を反応させて得られる生成物等も挙げられ
る。
　これらは、単独又は２種以上を混合して使用してもよい。
【００９３】
　ハードコート層に含有されるエチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）
は、上記ポリエステルポリオールデンドリマー化合物（ａ）と上記エチレン性不飽和基含
有モノカルボン酸（ｂ）とを反応させて得られるが、好ましくは（ａ）と（ｂ）とを例え
ば、硫酸、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸等の酸触媒の存在下で脱水縮合さ
せる方法により製造される。
【００９４】
　エチレン性不飽和基含有ポリエステルデンドリマー（Ａ）の硬化後のハードコート層組
成物中の含有率は、カールが小さく、クラックが発生しにくい観点から、該層固形分中の
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１０質量％～８０質量％が好ましく、２０質量％～７０質量％がより好ましく、３０質量
％～６０質量％がさらに好ましい。
【００９５】
　光重合性官能基を有する光重合性多官能モノマーの具体例としては、帯電防止層で例示
したものが挙げられ、光重合開始剤、光増感剤を用いて重合することが好ましい。光重合
反応は、ハードコート層の塗布および乾燥後、紫外線照射により行うことが好ましい。
　ハードコート層は、透明支持体上に、ハードコート層形成用の塗料を塗布することで構
築することが好ましい。ハードコート層は、光学フィルムに高い物理強度を付与する目的
で、帯電防止層の上に構築し、特に、帯電防止層の上の隣接層として構築することが好ま
しい。
【００９６】
　塗布溶媒としては、帯電防止層で例示したケトン系溶媒、エステル系溶媒、芳香族炭化
水素系溶媒であることが好ましい。特に、ケトン系溶媒を用いることで、例えば、帯電防
止層とハードコート層との接着性がさらに改良する。
　特に好ましい塗布溶媒は、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
サノンである。
　塗布溶媒は、帯電防止層で例示した以外の溶媒を含んでいてもよい。
【００９７】
　塗布溶媒は、ケトン系溶媒の含有量が塗布組成物に含まれる全溶媒の１０質量％以上で
あることが好ましい。好ましくは３０質量％以上、さらに好ましくは６０質量％以上であ
る。
【００９８】
　ハードコート層が電離放射線硬化性の化合物の架橋又は重合反応により作製される場合
、架橋又は重合反応は酸素濃度が１０体積％以下の雰囲気で実施することが好ましい。酸
素濃度が１０体積％以下の雰囲気で作製することにより、物理強度（耐擦傷性など）や耐
薬品性に優れたハードコート層を作製することができる。
　好ましくは酸素濃度が４体積％以下の雰囲気で電離放射線硬化性化合物の架橋反応、又
は、重合反応により作製することであり、更に好ましくは酸素濃度が２体積％以下、特に
好ましくは酸素濃度が１体積％以下、最も好ましくは酸素濃度が０．５体積％以下である
。
　酸素濃度を１０体積％以下にする手法としては、大気（窒素濃度約７９体積％、酸素濃
度約２１体積％）を別の気体で置換することが好ましく、特に好ましくは窒素で置換（窒
素パージ）することである。
　ハードコート層は、帯電防止層とハードコート層との接着性を更に改良する目的で、上
記電離放射線硬化性化合物の他に、帯電防止層で記載したセルロースアシレートをバイン
ダーとして含有することも好ましい。
【００９９】
　ハードコート層の膜厚は用途により適切に設計することができる。ハードコート層の膜
厚は、１～１０μｍであることが好ましく、より好ましくは２～７μｍ、特に好ましくは
３～５μｍである。
　ハードコート層の強度は、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従う鉛筆硬度試験で、Ｈ以上であるこ
とが好ましく、２Ｈ以上であることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最も好まし
い。また、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が少な
いほど好ましい。
【０１００】
　ハードコート層には樹脂、分散剤、界面活性剤、帯電防止剤、シランカップリング剤、
増粘剤、着色防止剤、着色剤（顔料、染料）、消泡剤、レベリング剤、難燃剤、紫外線吸
収剤、接着付与剤、重合禁止剤、酸化防止剤、表面改質剤、などを添加することもできる
。また、ハードコート層の硬度を高くする、硬化収縮を抑える、屈折率を制御するなどの
目的で、後述する一次粒子の平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を添加することがで
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きる。ハードコート層の表面の表面抵抗をさらに下げる目的で、後述する平均粒径０．２
～１０μｍの導電性粒子を添加することもできる。さらにまた、防眩機能、光拡散機能を
付与する目的で、後述する平均粒径０．２～１０μｍの粒子を添加することもできる。
【０１０１】
（平均粒径０．２～１０μｍの導電性粒子）
　ハードコート層は、通常、電離放射線硬化性の化合物や反応性有機珪素化合物で形成す
る。ハードコート層の膜厚があまり厚くない場合、ハードコート層単独では導電性の機能
がなくても、帯電防止層が有する導電性がハードコート層の表面に伝達し、ハードコート
層を有する側の表面の表面抵抗は下がり、帯電防止効果が発現する。さらにまた、後述す
る光学干渉層（高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層など）も膜厚が薄いため、ハードコ
ート層の上に構築しても、それらの層の表面の表面抵抗は下がり、帯電防止効果は発現す
る。
　しかしながら、ハードコート層の膜厚が厚い場合、帯電防止層が有する導電性がハード
コート層の表面に伝達しにくくなり、帯電防止層を有する側の表面の帯電防止性は極めて
弱くなる。帯電防止層を有する側の表面に、より効果的に帯電防止性能を発現させるため
には、ハードコート層に平均粒径０．２～１０μｍの導電性粒子を添加することが好まし
い。平均粒径０．２～１０μｍの導電性粒子は、帯電防止層の導電性をハードコート層の
表面に伝達する役割を果たし、ハードコート層の表面の表面抵抗を下げ、良好な帯電防止
効果が発現する。
【０１０２】
　ハードコート層に添加する上記導電性粒子としては、カーボンブラック、アンチモンド
ープ酸化錫（ＡＴＯ）、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）、電子伝導性の金属粒子（
Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、など）、さらには、シリコン樹脂、メラミン樹脂、アクリル樹
脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリメ
チルメタクリレート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ弗化ビニリデン樹脂、二酸化珪素、二
酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、炭酸カルシウム、硫酸バ
リウム、などの有機化合物粒子（樹脂粒子など）や無機化合物粒子の表面を導電性の化合
物（例えば、Ａｕ及び／又はＮｉなどの金属、導電性の金属酸化物など）で被覆した粒子
、などが挙げられる。
　上記導電性粒子の平均粒径は、ハードコート層の膜厚に対し３０％以上であることが好
ましい。より好ましくは膜厚に対し３０～１１０％、さらに好ましくは５０～１００、特
に好ましくは６０～９０％である。粒子の平均粒径は、好ましくは０．５～７．０μｍ、
更に好ましくは１．０～５．０μｍ、特に好ましくは２．０～４．０μｍである。また、
導電性粒子の平均粒径はハードコート層の膜厚より小さいことが好ましい。
　粒子の粒径分布は狭いほど好ましい。粒子の粒径分布が狭いことで、効果的に帯電防止
性を発現することができる。粒子の粒径分布を示すＳ値は下記式で表され、２．０以下で
あることが好ましく、さらに好ましくは１．０以下、特に好ましくは０．７以下である。
【０１０３】
　　Ｓ＝［Ｄ（０．９）－Ｄ（０．１）］／Ｄ（０．５）
【０１０４】
　　　Ｄ（０．１）：体積換算粒径分布の積算値の１０％値、
　　　Ｄ（０．５）：体積換算粒径分布の積算値の５０％値、
　　　Ｄ（０．９）：体積換算粒径分布の積算値の９０％値。
【０１０５】
　上記導電性粒子は、ハードコート層以外の層にも含有させることもできる。上記導電性
粒子を含有する層は、厚さ方向と膜面方向の抵抗率が異なる異方導電性層となり、特に厚
さ方向の導電性が高い程好ましい。上記導電性粒子を有する層の厚さ方向の体積抵抗率は
１０10 Ω・ｃｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１０8Ω・ｃｍ以下、さらに
好ましくは１０7Ω・ｃｍ以下、特に好ましくは１０6Ω・ｃｍ以下である。
【０１０６】
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（光学フィルムの構成）
　本発明の光学フィルムは、さらに他の層を構築することができる。例えば、光学干渉層
（後述する、高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層など）を構築することにより、反射防
止性能に優れた光学フィルム（反射防止フィルム）を作製できる。また、光学フィルムの
表面に凹凸を付与する層（例えば、防眩層など）を構築することで、外光の映り込みを防
止することができる光学フィルム（防眩フィルム）を作製することが出来る。更にまた、
光学フィルムに、層のマトリックスの屈折率と異なる屈折率を有する粒子を添加して透過
光を拡散させる層（例えば、光拡散層など）を構築することで、液晶表示装置の視野角を
拡大させることができる光学フィルム（光拡散フィルム）を作製することができる。以下
、光学フィルムにおいて好ましく用いられる添加剤、構成について説明する。
【０１０７】
（平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子）
　光学フィルムにおいて、透明支持体と透明支持体上に形成された最も外側の層（以下、
最外層と記載する。）の間に一次粒子の平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を含有す
る層を構築することが好ましい。ここでいう平均粒径は質量平均径である。一次粒子の平
均粒径を１～２００ｎｍにすることで透明性を損なわない層を作製できる。
　一次粒子の平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子は、層の硬度を高くする、硬化収縮
を抑える、屈折率を制御するなどの目的で用いられる。
　無機微粒子としては、帯電防止層で例示した無機微粒子（金属酸化物系微粒子、金属系
微粒子など）に加え、二酸化珪素、フッ化マグネシウム、酸化アルミニウム、炭酸カルシ
ウム、硫酸バリウム、タルク、カオリン、硫酸カルシウム、二酸化チタン、酸化ジルコニ
ウム、酸化亜鉛、硫化亜鉛、などの微粒子が挙げられる。
好ましくは、二酸化珪素、二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化錫
、ＡＴＯ、ＩＴＯ、酸化亜鉛である。
　平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子は、平均粒径の異なる粒子を複数組み合わせて
使用してもよい。また、異なる材質の粒子を複数組み合わせて使用することも好ましい。
【０１０８】
　無機微粒子の一次粒子の平均粒径は好ましくは５～２００ｎｍであり、より好ましくは
１０～１５０ｎｍ、さらに好ましくは２０～１００ｎｍ、特に好ましくは２０～５０ｎｍ
である。
　層の中において、無機微粒子はなるべく微細に分散されていることが好ましく、分散剤
を用いて分散されていることが好ましい。層の中における無機微粒子の粒子サイズは、好
ましくは平均粒径で５～３００ｎｍ、より好ましくは１０～２００ｎｍであり、さらに好
ましくは２０～１５０ｎｍ、特に好ましくは２０～８０ｎｍである。特に、光学干渉層（
後述する、高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層など）に用いる場合は、２００ｎｍ以下
であることが好ましい。
　分散方法については、前述の帯電防止層で説明した事項を適用できる。
【０１０９】
　層における無機微粒子の含有量は、層の全質量に対し１０～９０質量％であることが好
ましく、より好ましくは１５～８０質量％、特に好ましくは１５～７５質量％である。
　高い屈折率を有する層（例えば、高屈折率層、中屈折率層など）を作製する場合、前記
帯電防止層で記載した手法と同様の手法を用いて高い屈折率を有する無機微粒子（例えば
、二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化錫、ＡＴＯ、ＩＴＯ、酸化
亜鉛など）を微細に分散して層に含有させて作製することが好ましい。
　低い屈折率を有する層（例えば、低屈折率層など）を作製する場合、低い屈折率を有す
る無機微粒子（例えば、二酸化珪素、中空の二酸化珪素、フッ化マグネシウム、フッ化カ
ルシウムなど）を微細に分散して層に含有させて作製することが好ましい。
【０１１０】
　平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を含有する層として好ましいのは、ハードコー
ト層、後述する防眩層、光拡散層、高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層などである。



(30) JP 4810155 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を含有する層は、有機化合物のバインダーを含
有することが好ましい。また、上記ハードコート層と同様に、バインダーが架橋又は重合
性の官能基を有する化合物の硬化物であることが好ましく、電離放射線硬化性化合物の架
橋又は重合反応により形成されることが好ましい。
【０１１１】
　平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を含有する層のヘイズは、５％以下であること
が好ましく、さらに好ましくは３％以下、特に好ましくは２％以下、最も好ましくは１％
以下である。
　平均粒径が１～２００ｎｍの無機微粒子を含有する層の強度は、ＪＩＳ　Ｋ５４００に
従う鉛筆硬度試験で、Ｈ以上であることが好ましく、２Ｈ以上であることがさらに好まし
く、３Ｈ以上であることが最も好ましい。また、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験
で、試験前後の試験片の摩耗量が少ないほど好ましい。
【０１１２】
（平均粒径が０．２～１０μｍの粒子）
　本発明の光学フィルムにおいて、透明支持体上に平均粒径が０．２～１０μｍの粒子を
含有する層（例えば、防眩層、光拡散層）を構築することが好ましい。
　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子は、光学フィルムに防眩機能及び／又は透過光を拡
散させて液晶表示装置の視野角を広げる光拡散機能、を付与する目的で用いられる。
　上記粒子としては、無機化合物粒子、有機化合物粒子（樹脂粒子など）、及び、無機／
有機化合物の複合粒子などが用いられ、特に樹脂粒子、二酸化珪素粒子であることが好ま
しい。粒子の粒径分布は狭いほど好ましい。粒子の屈折率は特に限定されないが、１．３
５～１．８０であることが好ましく、より好ましくは１．４０～１．７５、さらに好まし
くは１．４５～１．７５である。
　上記粒子の屈折率は、防眩層の場合、層のマトリックスの屈折率（平均粒径が０．２～
１０μｍの粒子を除いた層の屈折率）とほぼ同じである（屈折率差で０．００５以内）か
、０．０２以上異なっていることが好ましい。
　粒子の屈折率を、層のマトリックスの屈折率とほぼ同じにすることで、光学フィルムを
画像表示面に装着したときのコントラストが改良される。一方、粒子の屈折率と層のマト
リックスの屈折率との間に屈折率の差を付けることで、光学フィルムを画像表示面に装着
したときの視認性（ギラツキ故障、液晶表示装置の視野角特性など）が改良される。
　粒子の屈折率と層のマトリックスの屈折率との間に屈折率の差を付ける場合、その差は
０．０３～０．５であることが好ましく、より好ましくは０．０３～０．４、特に好まし
くは０．０５～０．３である。
【０１１３】
　また、光拡散層の場合、粒子の屈折率は層のマトリックスの屈折率と０．０２以上異な
っていることが好ましい。
　粒子の屈折率と層のマトリックスの屈折率との間に屈折率の差を付ける場合、その差は
０．０３～０．５であることが好ましく、より好ましくは０．０３～０．４、特に好まし
くは０．０５～０．３である。
【０１１４】
　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子を含有する層は、透明支持体の上に構築されていれ
ばよく、特に、本発明に係る帯電防止層を有する側に構築されていることが好ましい。こ
の層は、前記のハードコート層、帯電防止層、低屈折率層、高屈折率層、中屈折率層であ
ることが好ましく、より好ましくはハードコート層、帯電防止層、高屈折率層、最も好ま
しくはハードコート層である。
　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子を含有する層に関しては、特開２００３－４９０３
号公報に記載の内容を適用することが特に好ましい。
【０１１５】
（オルガノシラン化合物）
　本発明において、光学フィルムの各層に好ましく用いることができるオルガノシラン化
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合物について記載する。
　皮膜の物理強度（耐擦傷性など）、皮膜と皮膜に隣接する層の接着性を改良する点でオ
ルガノシラン化合物及び／又はその誘導体を透明支持体上のいずれかの層に添加すること
が好ましい。
【０１１６】
　オルガノシラン化合物及び／又はその誘導体としては、前記一般式（ａ）及び一般式（
ｂ）で表される化合物及び／又はその誘導体を用いることができる。好ましいのは、水酸
基、メルカプト基、カルボキシル基、エポキシ基、アルキル基、アルコキシシリル基、ア
シルオキシ基、アシルアミノ基を含有するオルガノシラン化合物であり、特に好ましいの
はエポキシ基、重合性のアシルオキシ基（（メタ）アクリロイルなど）、重合性のアシル
アミノ基（アクリルアミノ、メタクリルアミノなど）を含有するオルガノシラン化合物で
ある。
【０１１７】
（その他添加剤）
　また、光学フィルムの各層には、他に、樹脂、分散剤、界面活性剤、帯電防止剤、シラ
ンカップリング剤、増粘剤、着色防止剤、着色剤（顔料、染料）、消泡剤、レベリング剤
、難燃剤、紫外線吸収剤、接着付与剤、重合禁止剤、酸化防止剤、表面改質剤、なども添
加することができる。
【０１１８】
（低屈折率層）
　低屈折率層は、光学フィルムに反射防止性能を付与する目的で構築することができる。
　低屈折率層には、本発明の微粒子を分散・固定するためにバインダーが用いられる。バ
インダーとしては、前記ハードコート層で述べたバインダーを用いることが出来るが、バ
インダー自身の屈折率の低い含フッ素ポリマー、あるいは含フッ素ゾルゲル素材などを用
いることが好ましい。含フッ素ポリマーあるいは含フッ素ゾルゲルとしては、熱または電
離放射線により架橋し、形成される低屈折率層表面の動摩擦係数０．０３～０．３０であ
り、水に対する接触角８５～１２０°となる素材が好ましい。
【０１１９】
　低屈折率層の屈折率は、１．２０～１．４６であることが好ましく、１．２５～１．４
６であることがより好ましく、１．３０～１．４６であることが特に好ましい。
　低屈折率層の厚さは、５０～２００ｎｍであることが好ましく、７０～１００ｎｍであ
ることがさらに好ましい。低屈折率層のヘイズは、３％以下であることが好ましく、２％
以下であることがさらに好ましく、１％以下であることが最も好ましい。具体的な低屈折
率層の強度は、５００ｇ荷重の鉛筆硬度試験でＨ以上であることが好ましく、２Ｈ以上で
あることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最も好ましい。
　また、光学フィルムの防汚性能を改良するために、表面の水に対する接触角が９０度以
上であることが好ましい。更に好ましくは９５度以上であり、特に好ましくは１００度以
上である。
【０１２０】
　以下に本発明の低屈性率層に好ましく用いられる共重合体について説明する。
　含フッ素ビニルモノマーとしてはフルオロオレフィン類（例えばフルオロエチレン、ビ
ニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン等）、（メ
タ）アクリル酸の部分または完全フッ素化アルキルエステル誘導体類（例えばビスコート
６ＦＭ（商品名、大阪有機化学製）やＲ－２０２０（商品名、ダイキン製）等）、完全ま
たは部分フッ素化ビニルエーテル類等が挙げられるが、好ましくはパーフルオロオレフィ
ン類であり、屈折率、溶解性、透明性、入手性等の観点から特に好ましくはヘキサフルオ
ロプロピレンである。これらの含フッ素ビニルモノマーの組成比を上げれば屈折率を下げ
ることができるが、皮膜強度は低下する。本発明では共重合体のフッ素含率が２０～６０
質量％となるように含フッ素ビニルモノマーを導入することが好ましく、より好ましくは
２５～５５質量％の場合であり、特に好ましくは３０～５０質量％の場合である。
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【０１２１】
　架橋反応性付与のための構成単位としては主として以下の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）で示
される単位が挙げられる。
（Ａ）：グリシジル（メタ）アクリレート、グリシジルビニルエーテルのように分子内に
あらかじめ自己架橋性官能基を有するモノマーの重合によって得られる構成単位、
（Ｂ）：カルボキシル基やヒドロキシ基、アミノ基、スルホ基等を有するモノマー（例え
ば（メタ）アクリル酸、メチロール（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ）
アクリレート、アリルアクリレート、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、マレイン酸、クロトン酸等）の重合によって得られる構成単位、
（Ｃ）：分子内に上記（Ａ）、（Ｂ）の官能基と反応する基とそれとは別に架橋性官能基
を有する化合物を、上記（Ａ）、（Ｂ）の構成単位と反応させて得られる構成単位、（例
えばヒドロキシル基に対してアクリル酸クロリドを作用させる等の手法で合成できる構成
単位）が挙げられる。
【０１２２】
　上記（Ｃ）の構成単位は、特に本発明においては、該架橋性官能基が光重合性基である
ことが好ましい。ここに、光重合性基としては、例えば（メタ）アクリロイル基、アルケ
ニル基、シンナモイル基、シンナミリデンアセチル基、ベンザルアセトフェノン基、スチ
リルピリジン基、α－フェニルマレイミド基、フェニルアジド基、スルフォニルアジド基
、カルボニルアジド基、ジアゾ基、ｏ－キノンジアジド基、フリルアクリロイル基、クマ
リン基、ピロン基、アントラセン基、ベンゾフェノン基、スチルベン基、ジチオカルバメ
ート基、キサンテート基、１，２，３－チアジアゾール基、シクロプロペン基、アザジオ
キサビシクロ基などを挙げることができ、これらは１種のみでなく２種以上であってもよ
い。これらのうち、（メタ）アクリロイル基およびシンナモイル基が好ましく、特に好ま
しくは（メタ）アクリロイル基である。
【０１２３】
　光重合性基含有共重合体を調製するための具体的な方法としては、下記の方法を挙げる
ことができるが、これらに限定されるものではない。
（１）水酸基を含有してなる架橋性官能基含有共重合体に、（メタ）アクリル酸クロリド
を反応させてエステル化する方法、
（２）水酸基を含有してなる架橋性官能基含有共重合体に、イソシアネート基を含有する
（メタ）アクリル酸エステルを反応させてウレタン化する方法、
（３）エポキシ基を含有してなる架橋性官能基含有共重合体に、（メタ）アクリル酸を反
応させてエステル化する方法、
（４）カルボキシル基を含有してなる架橋性官能基含有共重合体に、エポキシ基を含有す
る含有（メタ）アクリル酸エステルを反応させてエステル化する方法。
　尚、上記光重合性基の導入量は任意に調節することができ、塗膜面状安定性・無機微粒
子共存時の面状故障低下・膜強度向上などの点からカルボキシル基やヒドロキシル基等を
一定量残すことも好ましい。
【０１２４】
　本発明に有用な共重合体では上記含フッ素ビニルモノマーから導かれる繰返し単位およ
び側鎖に（メタ）アクリロイル基を有する繰返し単位以外に、基材への密着性、ポリマー
のＴｇ（皮膜硬度に寄与する）、溶剤への溶解性、透明性、滑り性、防塵・防汚性等種々
の観点から適宜他のビニルモノマーを共重合することもできる。これらのビニルモノマー
は目的に応じて複数を組み合わせてもよく、合計で共重合体中の０～６５モル％の範囲で
導入されていることが好ましく、０～４０モル％の範囲であることがより好ましく、０～
３０モル％の範囲であることが特に好ましい。
【０１２５】
　併用可能なビニルモノマー単位には特に限定はなく、例えばオレフィン類（エチレン、
プロピレン、イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン等）、アクリル酸エステル類（ア
クリル酸メチル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸２－エチルヘキシル
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、アクリル酸２‐ヒドロキシエチル）、メタクリル酸エステル類（メタクリル酸メチル、
メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチル等）、ス
チレン誘導体（スチレン、ｐ－ヒドロキシメチルスチレン、ｐ－メトキシスチレン等）、
ビニルエーテル類（メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニ
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等）、
ビニルエステル類（酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等）、不飽和カルボ
ン酸類（アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、イタコン酸等）、アクリ
ルアミド類（Ｎ、Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアクリルアミド、
Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド等）、メタクリルアミド類（Ｎ、Ｎ－ジメチルメタク
リルアミド）、アクリロニトリル等を挙げることができる。
【０１２６】
　本発明で特に有用な含フッ素ポリマーは、パーフルオロオレフィンとビニルエーテル類
またはビニルエステル類のランダム共重合体である。特に単独で架橋反応可能な基（（メ
タ）アクリロイル基等のラジカル反応性基、エポキシ基、オキセタニル基等の開環重合性
基等）を有していることが好ましい。これらの架橋反応性基含有重合単位はポリマーの全
重合単位の５～７０ｍｏｌ％を占めていることが好ましく、特に好ましくは３０～６０ｍ
ｏｌ％の場合である。好ましいポリマーについては、特開２００２－２４３９０７号、特
開２００２－３７２６０１号、特開２００３－２６７３２号、特開２００３－２２２７０
２号、特開２００３－２９４９１１号、特開２００３－３２９８０４号、特開２００４－
４４４４、特開２００４－４５４６２号に記載のものを挙げることができる。
【０１２７】
　また本発明の含フッ素ポリマーには防汚性を付与する目的で、ポリシロキサン構造が導
入されていることが好ましい。ポリシロキサン構造の導入方法に制限はないが例えば特開
平６－９３１００号、特開平１１－１８９６２１号、同１１－２２８６３１号、特開２０
００－３１３７０９号の各公報に記載のごとく、シリコーンマクロアゾ開始剤を用いてポ
リシロキサンブロック共重合成分を導入する方法、特開平２－２５１５５５号、同２－３
０８８０６号の各公報に記載のごとくシリコーンマクロマーを用いてポリシロキサングラ
フト共重合成分を導入する方法が好ましい。特に好ましい化合物としては、特開平１１－
１８９６２１号の実施例１、２、及び３のポリマー、又は特開平２－２５１５５５号の共
重合体Ａ－２及びＡ－３を挙げることができる。これらのポリシロキサン成分はポリマー
中の０.５～１０質量％であることが好ましく、特に好ましくは１～５質量％である。
【０１２８】
　本発明に好ましく用いることのできるポリマーの好ましい分子量は、質量平均分子量が
５０００以上、好ましくは１００００～５０００００、最も好ましくは１５０００～２０
００００である。平均分子量の異なるポリマーを併用することで塗膜面状の改良や耐傷性
の改良を行うこともできる。
【０１２９】
　上記のポリマーに対しては特開平１０－２５３８８号公報および特開２０００－１７０
２８号公報に記載のごとく適宜重合性不飽和基を有する硬化剤を併用してもよい。また、
特開２００２－１４５９５２号に記載のごとく含フッ素の多官能の重合性不飽和基を有す
る化合物との併用も好ましい。多官能の重合性不飽和基を有する化合物の例としては、前
記ハードコート層で述べた多官能モノマーを挙げることができる。これら化合物は、特に
ポリマー本体に重合性不飽和基を有する化合物を用いた場合に耐擦傷性改良に対する併用
効果が大きく好ましい。
【０１３０】
　ポリマー自身が単独で十分な硬化性を有しない場合には、架橋性化合物を配合すること
により、必要な硬化性を付与することができる。例えばポリマー本体に水酸基含有する場
合には、各種アミノ化合物を硬化剤として用いることが好ましい。架橋性化合物として用
いられるアミノ化合物は、例えば、ヒドロキシアルキルアミノ基及びアルコキシアルキル
アミノ基のいずれか一方又は両方を合計で２個以上含有する化合物であり、具体的には、
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例えば、メラミン系化合物、尿素系化合物、ベンゾグアナミン系化合物、グリコールウリ
ル系化合物等を挙げることができる。
【０１３１】
　メラミン系化合物は、一般にトリアジン環に窒素原子が結合した骨格を有する化合物と
して知られているものであり、具体的には、メラミン、アルキル化メラミン、メチロール
メラミン、アルコキシ化メチルメラミン等を挙げることができるが、１分子中にメチロー
ル基及びアルコキシ化メチル基のいずれか一方又は両方を合計で２個以上有するものが好
ましい。具体的には、メラミンとホルムアルデヒドとを塩基性条件下で反応させて得られ
るメチロール化メラミン、アルコキシ化メチルメラミン、又はそれらの誘導体が好ましく
、特に硬化性樹脂組成物に良好な保存安定性が得られる点、及び良好な反応性が得られる
点で、アルコキシ化メチルメラミンが好ましい。架橋性化合物として用いられるメチロー
ル化メラミン及びアルコシ化メチルメラミンには特に制約はなく、例えば、文献「プラス
チック材料講座［８］ユリア・メラミン樹脂」（日刊工業新聞社）に記載されている方法
で得られる各種の樹脂状物の使用も可能である。
【０１３２】
　また、尿素系化合物としては、尿素の他、ポリメチロール化尿素その誘導体であるアル
コキシ化メチル尿素、ウロン環を有するメチロール化ウロン及びアルコキシ化メチルウロ
ン等を挙げることができる。そして、尿素誘導体等の化合物についても、上記の文献に記
載されている各種樹脂状物の使用が可能である。
【０１３３】
　本発明の低屈折率層には、電離放射線または熱の照射によりラジカルや酸を発生する化
合物を使用することができる。
　光ラジカル開始剤、熱ラジカル開始剤については、前述の皮膜形成バインダーの頁で述
べた化合物を用いることができる。
【０１３４】
　＜熱酸発生剤＞
　熱酸発生剤の具体例としては、例えば、各種脂肪族スルホン酸とその塩、クエン酸、酢
酸、マレイン酸等の各種脂肪族カルボン酸とその塩、安息香酸、フタル酸等の各種芳香族
カルボン酸とその塩、アルキルベンゼンスルホン酸とそのアンモニウム塩、アミン塩、各
種金属塩、リン酸や有機酸のリン酸エステル等を挙げることができる。
　市販されている材料としては、キャタリスト４０４０、キャタリスト４０５０、キャタ
リスト６００、キャタリスト６０２、キャタリスト５００、キャタリスト２９６－９、以
上日本サイテックインダストリーズ（株）製、やＮＡＣＵＲＥシリーズ１５５、１０５１
、５０７６、４０５４ＪやそのブロックタイプのＮＡＣＵＲＥシリーズ２５００、５２２
５、Ｘ４９－１１０、３５２５、４１６７以上キング社製などが挙げられる。
　この熱酸発生剤の使用割合は、硬化性樹脂組成物１００質量部に対して、好ましくは０
．０１～１０質量部、さらに好ましくは０．１～５重量部である。添加量がこの範囲であ
ると、硬化性樹脂組成物の保存安定性が良好で塗膜の耐擦傷性も良好なものとなる。
【０１３５】
＜感光性酸発生剤＞
　感光性酸発生剤としては、例えば、（１）ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニ
ウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩等の各種オニウム塩；（２）
β－ケトエステル、β－スルホニルスルホンとこれらのα－ジアゾ化合物等のスルホン化
合物；（３）アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリール
スルホン酸エステル、イミノスルホネート等のスルホン酸エステル類；（４）スルホンイ
ミド化合物類；（５）ジアゾメタン化合物類；を挙げることができる。この感光性酸発生
剤の使用割合は、硬化性樹脂組成物１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１０質
量部、さらに好ましくは０．１～５重量部である。
【０１３６】
　低屈折率層は、気相法（真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、プ
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ラズマＣＶＤ法等）、塗布法のどちらで作製してもよいが、低コストで低屈折率層を作製
できる点で塗布法が好ましい。低屈折率層は、光学フィルムの最外層、又は、最外層の隣
接層として構築される。
　気相法による低屈折率層の作製は、例えば、上記ハードコート層の上に、ケイ素化合物
、含フッ素化合物などの低屈折率材料（例えば、ＭｇＦ2、ＳｉＯX（１≦Ｘ≦２）など）
を真空蒸着やスパッタリングすることで実施できる。気相法を用いた低屈折率層の作製に
は従来公知の手法を用いることができる。
塗布法による低屈折率層の作製は、例えば、上記ハードコート層上にケイ素化合物、含フ
ッ素化合物などの低屈折率材料を含有する塗料を塗布することで実施できる。例えば、Ｓ
ｉＯ2ゾルを含む塗料を塗布してＳｉＯ2ゲル膜を形成する方法、フッ素系樹脂を含む塗料
を塗布してフッ素樹脂層を形成する方法などが挙げられる。
【０１３７】
　フッ素系樹脂としては、熱硬化性の官能基、電離放射線硬化性の官能基などの、架橋、
又は、重合性の官能基を有する含フッ素化合物の架橋、又は、重合反応により形成された
フッ素系樹脂であることが好ましい。
　低屈折率層の屈折率は、透明支持体の屈折率より低いことが好ましく、好ましくは１．
３０～１．５０、より好ましくは１．３５～１．４８、更に好ましくは１．３８～１．４
６、特に好ましくは１．４０～１．４５である。
　低屈折率層の膜厚は、通常５０～２００ｎｍ程度とすればよく、好ましくは６０～１５
０ｎｍ、より好ましくは７０～１２０ｎｍ、特に好ましくは７５～１００ｎｍである。
　低屈折率層のヘイズは、５％以下であることが好ましく、さらに好ましくは３％以下、
特に好ましくは２％以下、最も好ましくは１％以下である。
　低屈折率層は、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量
が少ないほど好ましい。
【０１３８】
　好ましい低屈折率層に関しては、特開２００１－１００００５号公報、同２００１－１
００００７号公報、同２００１－１８８１０４号公報、同２００１－３１８２０７号公報
、同２００２－５５２０５号公報、同２００２－７１９０４号公報、同２００２－８２２
０７号公報、同２００２－１３１５０７号公報、同２００２－１３１５１４号公報、同２
００２－１１６３２３号公報、同２００２－１４８４０４号公報、同２００２－１５６５
０８号公報、同２００２－２４３９０７号公報、同２００２－２４３９０５号公報、同２
００２－３７２６０１号公報、同２００３－２６７３２号公報、同２００３－２２２７０
２号公報、同２００３－２２２７０４号公報、同２００３－２２７９０１号公報、同２０
０３－２９４９１１号公報、同２００３－３２９８０４号公報、同２００４－２２２７８
号公報、同２００４－４４４４号公報、同２００４－４２２７８号公報、同２００４－４
５４６２号公報、同２００４－６９８６６号公報、同２００４－９３９４７号公報、同２
００４－１６３６１０号公報、同２００４－１７０９１９号公報に記載の内容を適用する
ことが特に好ましい。
【０１３９】
（高屈折率層）
　より優れた反射防止性能を有する光学フィルムを作製するためは、光学フィルムの上（
例えば、ハードコート層と低屈折率層の間）に、低屈折率層より高い屈折率を有する層（
高屈折率層、及び／又は、中屈折率層）を設けることが好ましい。ここで、高屈折率、中
屈折率とは、層相互の相対的な屈折率の高低を意味し、高屈折率層の方が中屈折率層より
屈折率が高い。
【０１４０】
　高屈折率層は、気相法（真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、プ
ラズマＣＶＤ法等）、塗布法のどちらで作製してもよいが、低コストで高屈折率層を作製
できる点で塗布法が好ましい。
　気相法による高屈折率層の作製は、例えば、上記ハードコート層の上に、高屈折率材料
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を真空蒸着やスパッタリングすることで実施できる。気相法を用いた高屈折率層の作製に
は従来公知の手法を用いることができる。
塗布法による高屈折率層、中屈折率層の作製は、高い屈折率を有する無機微粒子（例えば
、二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化錫、ＡＴＯ、ＩＴＯ、酸化
亜鉛など）を皮膜中に微細に分散させて作製することが好ましい。分散方法については、
前述の帯電防止層で説明した事項を適用できる。
　また、高屈折率層、中屈折率層には、芳香環基及び／又はフッ素以外のハロゲン化元素
（例えば、Ｂｒ、Ｉ、Ｃｌ等）を含む電離放射線硬化性化合物、Ｓ、Ｎ、Ｐ等の原子を含
む電離放射線硬化性化合物などの架橋又は重合反応で得られるバインダーも好ましく用い
ることができる。高屈折率層、中屈折率層の屈折率は、適宜制御することができ、高い屈
折率を有する微粒子を含有する場合、皮膜中の微粒子の含有率を制御することで屈折率の
調整が可能である。高屈折率層、中屈折率層の膜厚は適宜調整できる。
【０１４１】
　高屈折率層の屈折率は１．６５～２．４０が好ましく、より好ましくは１．７０～２．
２０、さらに好ましくは１．７５～２．１０、特に好ましくは１．８０～２．１０である
。中屈折率層の屈折率は１．５５～１．８０が好ましく、より好ましくは１．６０～１．
８０、さらに好ましくは１．６０～１．７５、特に好ましくは１．６０～１．７０である
。
【０１４２】
　高屈折率層、中屈折率層は、有機化合物のバインダーを含有することが好ましい。また
、上記ハードコート層と同様に、バインダーが架橋又は重合性の官能基を有する化合物の
硬化物であることが好ましく、電離放射線硬化性化合物の架橋又は重合反応により形成さ
れることが好ましい。
【０１４３】
　高屈折率層、中屈折率層のヘイズは、５％以下であることが好ましく、さらに好ましく
は３％以下、特に好ましくは２％以下、最も好ましくは１％以下である。
　高屈折率層、中屈折率層の強度は、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従う鉛筆硬度試験で、Ｈ以上
であることが好ましく、２Ｈ以上であることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最
も好ましい。また、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗
量が少ないほど好ましい。
　好ましい高屈折率層、中屈折率層に関しては、特開平１１－１５３７０３号公報、特開
２００１－１６６１０４号公報、同２００３－２２７９０１号公報、同２００４－２９７
０５号公報、同２００４－２９７０５号公報、などに記載されている。
【０１４４】
（光学フィルムの表面の凹凸）
　光学フィルムは、帯電防止層を有する側の表面に凹凸を形成し、防眩性を付与すること
もできる。表面の凹凸の形成法としては公知の手法が用いられる。本発明では、フィルム
の表面に高い圧力で凹凸の形状を有する版を押し当てる(例えば、エンボス加工)ことによ
り形成する手法、また、光学フィルム上のいずれかの層に粒子を含有させて防眩層とし、
光学フィルムの表面に凹凸を形成する手法が好ましい。
　エンボス加工により表面に凹凸を形成する方法では、公知の手法が適用できるが、特開
２０００－２７５４０１号公報、同２０００－２７５４０４号公報、同２０００－３２９
９０５号公報、同２００４－４４０４号公報に記載されている手法により凹凸を形成する
ことが好ましい。
　光学フィルムの表面の凹凸の形成法に関しては、特に、平均粒径が０．２～１０μｍの
粒子を塗布層に含有させ、層の表面に凹凸を形成することが好ましい。
さらにまた、防眩層の上に上記光学干渉層（中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層など）
を形成して、光学フィルムの表面に凹凸を形成することが好ましい。
　これらの手法（防眩層の形成など）に関しては、特開２０００－１１１７１３号公報、
同２００１－１００００４号公報、同２００１－２８１４０６号公報、同２００１－２８
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１４０７号公報、同２００１－３４３５０３号公報、同２００１－３４３５０４号公報、
同２００２－４０２０４号公報、同２００２－９８８０４号公報、同２００２－１６９０
０１号公報、同２００２－２０２４０２号公報、同２００２－２６７８１４号公報、同２
００２－２６７８１７号公報、同２００２－２７７６０２号公報、同２００３－４９０３
号公報に記載の内容を適用することが特に好ましい。
【０１４５】
（光拡散層）
　光拡散層は、光学フィルムを液晶表示面に装着したときの視認性（ギラツキ故障、液晶
表示装置の視野角特性など）を改良するために構築することができる。
　光拡散層は、透明支持体と最外層の間に平均粒径が０．２～１０μｍの粒子を含有する
層を構築することで作製できる。
　光拡散層において、上記粒子の屈折率と層のマトリックスの屈折率との間に屈折率の差
を付けることが好ましく、その差は０．０３～０．５であることが好ましく、より好まし
くは０．０３～０．４、特に好ましくは０．０５～０．３である。
【０１４６】
　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子は、平均粒径の異なる粒子群を複数組み合わせて使
用してもよい。また、異なる材質の粒子を複数組み合わせて使用することも好ましい。
【０１４７】
　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子を含有する層は、有機化合物のバインダーを含有す
ることが好ましい。また、上記帯電防止層、ハードコート層と同様に、バインダーが架橋
又は重合性の官能基を有する化合物の硬化物であることが好ましく、電離放射線硬化性化
合物の架橋又は重合反応により形成されることが好ましい。光拡散層用の具体的バインダ
ーも帯電防止層やハードコート層のバインダーとして述べた材料から選択することが好ま
しい。
【０１４８】
　光拡散層のヘイズは、３～８０％であることが好ましく、さらに好ましくは５～６０％
、特に好ましくは７～５０％、最も好ましくは１０～４０％である。
　光拡散層に関しては、特開２００３－４３２６１号公報、同２００３－４９０３号公報
、同２００３－２７０４０９号公報、同２００４－１８４８６０号公報、に記載の内容を
適用することが特に好ましい。
【０１４９】
（光学フィルムの形成法等）
　本発明において光学フィルムを構成する各層は、共流延法や塗布により作製したものが
好ましい。塗布で形成する場合、各層はディップ塗工法式、エアーナイフ塗工法式、ダイ
塗工法式、カーテン塗工法式、ローラー塗工方式、ワイヤーバー塗工方式、グラビア塗工
方式、マイクログラビア塗工方式やエクストルージョン塗工方式（米国特許２，６８１，
２９４号明細書記載）により作製することができる。２層以上を同時に塗布してもよい。
　同時塗布の方法については、米国特許２，７６１，７９１号、同２，９４１，８９８号
、同３，５０８，９４７号、同３，５２６，５２８号の各明細書および原崎勇次著、「コ
ーティング工学」、２５３頁、朝倉書店（１９７３年）に記載がある。ダイ塗工方式、ワ
イヤーバー塗工方式、グラビア塗工方式、マイクログラビア塗工方式が好ましい。特に、
ダイ塗工方式、マイクログラビア塗工方式が好ましい。
　本発明に用いる帯電防止層やハードコート層を塗布で作製する場合、ダイ塗工方式、グ
ラビア塗工方式で作製することが好ましく、特に、ダイ塗工方式で作製することが好まし
い。
　特に、透明支持体（セルロースアシレートフィルム）の隣接層として本発明の帯電防止
層を構築する場合、セルロースアシレートフィルムの塗布面に、直接、グラビアロール、
ワイヤーバーなどの硬質材料が接触しないような塗工方式が好ましく、ダイ塗工方式で帯
電防止層用の塗料を塗布することが、セルロースアシレートフィルムの傷付きを防止する
点で最も好ましい。
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　さらにまた、本発明の帯電防止層の隣接層としてハードコート層を構築する場合、帯電
防止層の表面に、直接、グラビアロール、ワイヤーバーなどの硬質材料が接触しないよう
な塗工方式が好ましく、ダイ塗工方式でハードコート層用の塗料を塗布することが、帯電
防止層の傷付きを防止する点で最も好ましい。
　また、帯電防止層は、透明支持体を作製する工程において、セルロースアシレートフィ
ルムの流延から巻き取りまでの間に、構築することが好ましい。更には、セルロースアシ
レートフィルムの流延から巻き取りまでの間に、帯電防止層とハードコート層の両方を構
築することが好ましい。このように、一連の工程で光学フィルムを作製することで、生産
性が向上し低コストで光学フィルムを作製できる。
　また、本発明に適用される帯電防止層やハードコート層は共流延法で作製することが好
ましい。
【０１５０】
　共流延法としては、特公昭４４－２０２３５号公報、特公昭６２-４３８４６号公報、
特公昭６０－２７５６２号公報、及び、特開昭５３－１３４８６９号公報、同５６－１６
２６１７号公報、同６１－１８９４３号公報、同６１－９４７２４号公報、同６１－９４
７２５号公報、同６１－１０４８１３号公報、同６１－１５８４１４号公報、同６１－１
５８４１３号公報、特開平１－１２２４１９号公報、同６－１３４９３３号公報、同１０
－０５８５１４号公報、同１１－１９８２８５号公報、特開２０００－３１７９６０号公
報、同２００２－２２１６２０号公報、同２００３－８０５４１号公報、同２００３－１
４９３３号公報、などに記載がある。
【０１５１】
［光学フィルム］
　光学フィルムは、上記で例示した各層を構築して反射防止フィルム、防眩フィルム、光
拡散フィルムとしたフィルムであることが好ましい。
　本発明の光学フィルムは、表面に塵埃（埃など）が付着するのを防止するために、帯電
防止層を有する側の表面の表面抵抗値が１×１０14Ω／□以下であることが好ましい。よ
り好ましくは１×１０12Ω／□以下、更に好ましくは１×１０11Ω／□以下、特に好まし
くは１×１０9Ω／□以下、最も好ましくは１×１０8Ω／□以下である。
　また、本発明の光学フィルムは、物理強度（耐擦傷性など）を改良するために、帯電防
止層を有する側の表面の動摩擦係数は０．２５以下であることが好ましい。ここで記載し
た動摩擦係数は、直径５ｍｍのステンレス剛球に０．９８Ｎの荷重をかけ、速度６０ｃｍ
／分で帯電防止層を有する側の表面を移動させたときの、帯電防止層を有する側の表面と
直径５ｍｍのステンレス剛球の間の動摩擦係数をいう。好ましくは０．１７以下であり、
特に好ましくは０．１５以下である。
　光学フィルムは、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従う鉛筆硬度試験で、Ｈ以上であることが好ま
しく、２Ｈ以上であることがさらに好ましく、３Ｈ以上であることが最も好ましい。また
、ＪＩＳ　Ｋ５４００に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が少ないほど好
ましい。
　また、光学フィルムは、防汚性能を改良するために、帯電防止層を有する側の表面の水
に対する接触角が９０゜以上であることが好ましい。更に好ましくは９５゜以上であり、
特に好ましくは１００゜以上である。
【０１５２】
　光学フィルムが防眩機能、光拡散機能を持たない場合、ヘイズは低いほど好ましい。
　光学フィルムが防眩機能、光拡散機能を有する場合、ヘイズは、０．５～５０％である
ことが好ましく、１～４０％であることがさらに好ましく、１～３０％であることが最も
好ましい。
【０１５３】
　図１及び図２は光学フィルムの好ましい態様を模式的に示す概略断面図であり、図１は
反射防止性能に優れた光学フィルムの層構成を模式的に示すａ、ｂの２つの態様の概略断
面図、図２は防眩性能を有する光学フィルムの層構成ａ及び光拡散性能を有する光学フィ
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ルムの層構成ｂの２つの態様を模式的に示す概略断面図である。図中の部材番号は、１、
透明支持体；２、帯電防止層；３、ハードコート層；４、低屈折率層（最外層）；５、中
屈折率層；６、高屈折率層；７、防眩層；８、平均粒径が０．２～１０μｍの粒子；９、
平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子；１０、粘着剤層；１１、１２、偏光膜の保護
フィルム；１３、偏光膜；１４、光拡散層を指している。
【０１５４】
（偏光板用保護フィルム）
　光学フィルムを偏光膜の保護フィルム（偏光板用保護フィルム）として用いることがで
きる。この場合、帯電防止層を有する側とは反対側の透明支持体の表面、すなわち偏光膜
と貼り合わせる側の表面の水に対する接触角が４０°以下であることが好ましい。さらに
好ましくは３０°以下であり、特に好ましくは２５°以下である。接触角を４０°以下に
することは、ポリビニルアルコールを主成分とする偏光膜との接着性を改良するのに有効
である。この接触角は下記の鹸化処理の処理条件により調整することができる。
【０１５５】
　本発明における偏光板用保護フィルムを作製する手法としては、下記２つの手法が挙げ
られる。
（１）鹸化処理した透明支持体の一方の面に上記の各層（例、帯電防止層、ハードコート
層、低屈折率層、高屈折率層、最外層など）を塗設する手法。
（２）透明支持体の一方の面に上記の各層（例、帯電防止層、ハードコート層、高屈折率
層、低屈折率層、最外層など）を塗設した後、偏光膜と貼り合わせる側を鹸化処理する手
法。
【０１５６】
　上記（１）の手法において、透明支持体の一方の面のみが鹸化処理されている場合、各
層は鹸化処理されていない側に塗設する。透明支持体の両方の面が鹸化処理されている場
合、各層を塗設する側の鹸化処理した透明支持体の表面をコロナ放電処理、グロー放電処
理、火焔処理などの手法により表面処理し、その後、各層を塗設することが好ましい。
　上記（２）の手法において、光学フィルム全体を鹸化液に浸漬することが好ましい。こ
の場合、光学フィルムは各層を有する側の表面を保護フィルムで保護して鹸化液に浸せき
し、偏光膜と貼り合わせる側の透明支持体の表面を鹸化処理することもできる。
　さらにまた、光学フィルムの偏光膜と貼り合わせる側の透明支持体の表面に鹸化処理液
を塗布して、偏光膜と貼り合わせる側を鹸化処理することもできる。
　鹸化処理は、保護フィルムの上に上記光学性能（反射防止性能、防眩性能，光拡散性能
など）を付与した後に実施することで、よりコストを削減でき、特に（２）の手法が、偏
光板用保護フィルムを安価に製造できる点で好ましい。
【０１５７】
　偏光板用保護フィルムは、光学性能（反射防止性能、防眩性能、光拡散性能など）、物
理性能（耐擦傷性など）、耐薬品性能、防汚性能（耐汚染性など）、耐候性能（耐湿熱性
、耐光性）、防塵性能において、光学フィルムで記載した性能を満足することが好ましい
。
　従って、帯電防止層を有する側の表面の表面抵抗値が１×１０14Ω／□以下であること
が好ましい。より好ましくは１×１０12Ω／□以下、更に好ましくは１×１０11Ω／□以
下、特に好ましくは１×１０9Ω／□以下、最も好ましくは１×１０8Ω／□以下である。
　帯電防止層を有する側の表面の動摩擦係数は０．２５以下であることが好ましい。好ま
しくは０．１７以下であり、特に好ましくは０．１５以下である。
　また、帯電防止層を有する側の表面の水に対する接触角は９０゜以上であることが好ま
しい。更に好ましくは９５゜以上であり、特に好ましくは１００゜以上である。
【０１５８】
（鹸化処理）
　上記の鹸化処理は、公知の手法、例えば、アルカリ液の中に透明支持体、又は、光学フ
ィルムを適切な時間浸漬して実施するのが好ましい。
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　アルカリ液は、水酸化カリウム水溶液、及び／又は、水酸化ナトリウム水溶液であるこ
とが好ましい。好ましい濃度は０．５～３規定であり、特に好ましくは１～２規定である
。好ましいアルカリ液の液温は３０～７０℃、特に好ましくは４０～６０℃である。
　アルカリ液に浸漬した後は、フィルムの中にアルカリ成分が残留しないように、水で十
分に水洗したり、希薄な酸に浸漬してアルカリ成分を中和することが好ましい。
【０１５９】
　鹸化処理することにより、透明支持体の表面が親水化される。偏光板用保護フィルムは
、透明支持体の親水化された表面を偏光膜と接着させて使用する。
　親水化された表面は、ポリビニルアルコールを主成分とする偏光膜との接着性を改良す
るのに有効である。
　鹸化処理は、帯電防止層を有する側とは反対側の透明支持体の表面の水に対する接触角
が４０゜以下になるように実施することが好ましい。更に好ましくは３０゜以下、特に好
ましくは２５゜以下である。
【０１６０】
（偏光板）
　偏光板は、偏光膜の保護フィルム（偏光板用保護フィルム）の少なくとも一方に、本発
明の光学フィルムを有する。偏光板用保護フィルムは、上記のように、帯電防止層を有す
る側とは反対側の透明支持体の表面、すなわち偏光膜と貼り合わせる側の表面の水に対す
る接触角が４０°以下であることが好ましい。
【０１６１】
　光学フィルムを偏光板用保護フィルムとして用いることにより、前記光学性能に優れた
偏光板が作製でき、大幅なコスト削減、表示装置の薄手化が可能となる。
　また、光学フィルムを２枚の保護フィルムの一方に、後述する光学異方性のある光学補
償フィルムをもう一方に用いた偏光板は、さらに、液晶表示装置の明室でのコントラスト
を改良し、上下左右の視野角を非常に広げることができるので、好ましい。
【０１６２】
（光学補償フィルム）
　上記光学補償フィルム（位相差フィルム）は、液晶表示画面の視野角特性を改良するこ
とができる。
　光学補償フィルムとしては、公知のものを用いることができるが、視野角を広げるとい
う点では、ディスコティック構造単位を有する化合物からなる光学異方性層を有し、該デ
ィスコティック化合物とフィルム面とのなす角度が、光学異方性層の深さ方向で変化して
いることを特徴とする光学補償フィルムが好ましい。すなわち、ディスコティック構造単
位を有する化合物の配向状態としては、例えば、ハイブリッド配向、ベント配向、ツイス
ト配向、ホモジニアス配向、ホメオトロピック配向等であることが好ましく、ハイブリッ
ド配向であることが特に好ましい。
　該角度は、光学異方性層中で光学補償フィルムの支持体面側からの距離の増加とともに
局所的なゆらぎをもちつつ増加していることが好ましい。
【０１６３】
　また、光学異方性層が更にセルロースエステルを含んでいる態様、光学異方性層と光学
補償フィルムの透明支持体との間に配向層が形成されている態様、該光学異方性層を有す
る光学補償フィルムの透明支持体が、光学的に負の異方性を有し、且つ該透明支持体面の
法線方向に光軸を有する態様、更に下記の条件を満足する態様も好ましい。
【０１６４】
　　２０≦｛（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ｝×ｄ≦４００
【０１６５】
　式中、ｎｘは面内の遅相軸方向の屈折率（面内の最大屈折率）であり、ｎｙは面内の遅
相軸に垂直な方向の屈折率、ｎｚは面に垂直方向の屈折率である。また、ｄは光学異方性
層の厚さ（ｎｍ）である。
　光学補償フィルムを偏光膜の保護フィルムとして用いる場合、偏光膜と貼り合わせる側
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の表面が鹸化処理されていることが好ましく、前記の鹸化処理に従って実施することが好
ましい。
【０１６６】
（画像表示装置）
　光学フィルムは、液晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、
エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）や陰極管表示装置（ＣＲＴ）のような
画像表示装置に適用することができる。光学フィルムは、光学フィルムの透明支持体側を
画像表示装置の画像表示面に接着する。
　図３及び図４は光学フィルムの画像表示装置に適用する様々な態様を模式的に示す概略
断面図である。図３及び図４における各構成層及び構成成分の部材番号は、図１及び図２
の説明において前記した部材番号と共通である。
【０１６７】
　図３（ａ）は、光学フィルムを画像表示装置、特に、ＰＤＰ、ＥＬＤ、ＣＲＴに適用す
る好ましい態様である。この光学フィルムは、透明支持体１を、粘着剤層１０を介して画
像表示装置の画像表示面に接着することができる。
【０１６８】
　図３（ｂ）と図４（ｃ）及び（ｄ）は、光学フィルムをＬＣＤに適用する好ましい態様
である。
　図３（ｂ）では、光学フィルムの透明支持体１が粘着剤層１０を介して偏光膜１３の保
護フィルム１２に接着している。もう一方の偏光膜の保護フィルム１１側を粘着剤層１０
を介して液晶表示装置の液晶表示面に接着することができる。
【０１６９】
　図４（ｃ）では、光学フィルム（偏光板用保護フィルム）の透明支持体１が粘着剤層１
０を介して偏光膜１３に接着しており、偏光膜１３のもう一方の保護フィルム１１側を粘
着剤層１０を介して液晶表示装置の液晶表示面に接着することができる。
　図４（ｄ）では、光学フィルム（偏光板用保護フィルム）は透明支持体１が直接偏光膜
１３に接着しており、偏光膜１３のもう一方の保護フィルム１１側を粘着剤層１０を介し
て液晶表示装置の液晶表示面に接着することができる。
粘着剤層１０には、粒子、染料などの添加剤を添加してもよい。
【０１７０】
　本発明において光学フィルム及び偏光板は、ツイステットネマチック（ＴＮ）、スーパ
ーツイステットネマチック（ＳＴＮ）、バーティカルアライメント（ＶＡ）、インプレイ
ンスイッチング（ＩＰＳ）、オプティカリーコンペンセイテットベンドセル（ＯＣＢ）等
のモードの透過型、反射型、または半透過型の液晶表示装置に好ましく用いることができ
る。
　特にＴＮモードやＩＰＳモードの液晶表示装置に対しては、特開２００１－１０００４
３号公報等に記載されているように、上記の光学補償フィルムと光学フィルムを保護フィ
ルムとして有する偏光板を用いることで、視野角特性と反射防止特性を大幅に改良できる
。
　また、さらに市販の輝度向上フィルム（偏光選択層を有する偏光分離フィルム、例えば
住友３Ｍ（株）製のＤ－ＢＥＦ（商品名）など）と併せて用いることにより、透過型また
は半透過型の液晶表示装置において、さらに視認性の高い表示装置を得ることができる。
　また、λ／４板と組み合わせることで、反射型液晶用の偏光板や、有機ＥＬディスプレ
イ用表面保護板として表面および内部からの反射光を低減するのに用いることができる。
【実施例１】
【０１７１】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲はこれによって
限定して解釈されるものではない。
　なお、実施例１、実施例２、及び実施例４において、「実施例」とあるのを「参考例」
と読み替えるものとする。
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（帯電防止層用塗料（Ａ））
　メチルエチルケトン１２．５８質量部に、シクロヘキサノン４２．５０質量部、セルロ
ースアセテート（アセチル基の置換度；２．４、重合度；１８０）２．１７質量部を添加
し、撹拌して、セルロースアセテート溶液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（Ｓ
ＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量％、石原産業（株）製）４２．７５質量部を添加して
、撹拌した。尚、ＳＮＳ－１０Ｍは、カップリング剤により表面処理したＳＮ－１００Ｐ
（ＡＴＯ、比表面積８０ｍ2／ｇ、石原産業（株）製）を分散剤を用いて分散した、メチ
ルエチルケトン（ＭＥＫ）分散液である。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ａ）を調
製した。
【０１７２】
（帯電防止層用塗料（Ｂ））
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
　シクロヘキサノン４．０８質量部に、メチレンクロライド５１．００質量部、セルロー
スアセテート（アセチル基の置換度；２．４、重合度；１８０）２．１７質量部を添加し
、撹拌して、セルロースアセテート溶液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液４２．７５質量部を添加して、撹
拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｂ）を調
製した。
【０１７３】
（帯電防止層用塗料（Ｃ））
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
　シクロヘキサノン３８．０８質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度；
２．４、重合度；１７０）２．１７質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート溶
液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液４２．７５質量部、メチルイソブ
チルケトン１７．００質量部を添加して、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｃ）を調
製した。
【０１７４】
（帯電防止層用塗料（Ｄ））
　メチルエチルケトン５５．０８質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度
；２．４、重合度；１７０）２．１７質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート
溶液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（Ｓ
ＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量％、石原産業（株）製）４２．７５質量部を添加して
、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｄ）を調
製した。
【０１７５】
（帯電防止層用塗料（Ｅ））
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
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　シクロヘキサノン４０．８０質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度；
２．４、重合度；１７０）３．３４質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート溶
液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液３８．８６質量部、メチルイソブ
チルケトン１７．００質量部を添加して、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｅ）を調
製した。
【０１７６】
（帯電防止層用塗料（Ｆ））
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
　シクロヘキサノン４３．５３質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度；
２．４、重合度；１７０）４．５０質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート溶
液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液３４．９７質量部、メチルイソブ
チルケトン１７．００質量部を添加して、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｆ）を調
製した。
【０１７７】
（帯電防止層用塗料（Ｇ））
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
　シクロヘキサノン４０．８０質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度；
２．４、重合度；１７０）２．５９質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート溶
液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液３８．８６質量部、メチルイソブ
チルケトン１７．００質量部、イソシアネート基含有硬膜剤（ミリオネートＭＲ－４００
、日本ポリウレタン（株）製）０．７５質量部を添加して、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｇ）を調
製した。
【０１７８】
（帯電防止層用塗料（Ｈ））
　攪拌機、還流冷却器を備えた反応器に、メチルイソブチルケトン１２０質量部、３－ア
クリロキシプロピルトリメトキシシラン（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）１
００質量部、ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセトアセテート（商品名：ケロープ
ＥＰ－１２，ホープ製薬（株）製）３質量部を加えて混合したのち、イオン交換水３０質
量部を加え、６０℃で４時間反応させた。室温まで冷却し、オルガノシラン化合物Ａの溶
液（固形分濃度２９質量％）を得た。質量平均分子量は１６００であり、オリゴマー成分
以上の成分のうち、分子量が１０００～２００００の成分は１００％であった。また、ガ
スクロマトグラフィーによる分析を行ったところ、原料の３－アクリロキシプロピルトリ
メトキシシランは殆ど残存していなかった。
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）のＭＥＫ溶媒をシクロヘキサノンに溶媒置換し、固
形分濃度３０質量％のＡＴＯ分散液を作製した。
　シクロヘキサノン４０．８０質量部に、セルロースアセテート（アセチル基の置換度；
２．４、重合度；１７０）２．５９質量部を添加し、撹拌して、セルロースアセテート溶
液を作製した。
　上記セルロースアセテート溶液に、上記ＡＴＯ分散液３８．８６質量部、メチルイソブ
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チルケトン１５．１６質量部、オルガノシラン化合物Ａの溶液２．５９質量部を添加して
、撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｈ）を調
製した。
【０１７９】
（帯電防止層用塗料（Ｉ））
　メチルエチルケトン５４．８８質量部に、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の混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）
２．１７質量部を添加し、撹拌して、ＤＰＨＡ溶液を作製した。
　上記ＤＰＨＡ溶液に、市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ
、固形分濃度３０質量％、石原産業（株）製）４２．７５質量部、重合開始剤（イルガキ
ュア１８４、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）０．２０質量部を添加して、
撹拌した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して帯電防止層用塗料（Ｉ）を調
製した。
【０１８０】
（帯電防止層用塗料（Ｊ））
　シクロヘキサノン７６．００質量部に、メチルイソブチルケトン１９．００質量部、セ
ルロースアセテート（アセチル基の置換度；２．４、重合度；１７０）５．０質量部を添
加し、撹拌して、セルロースアセテート溶液を作製した。
　孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して、導電材を含有しない塗料（
Ｊ）を調製した。
【０１８１】
（ハードコート層用塗料（I）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
ートの混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）４５．０質量部に、重合開始剤（イルガキ
ュア９０７、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）２．０質量部、オルガノシラ
ン化合物（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）５．０質量部、メチルイソブチル
ケトン４０．０質量部、シクロヘキサノン８．０質量部を添加して、撹拌した。
　孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過してハードコート層用塗料を調製し
た。
【０１８２】
（ハードコート層用塗料（II）の調製）
　酸化ジルコニウム微粒子を含有する透明高屈折率ハードコート材料（デソライトＺ７４
０４、ＪＳＲ（株）製、固形分濃度；６０質量％、酸化ジルコニウム微粒子含率；７０質
量％（対固形分）、酸化ジルコニウム微粒子の平均粒径；約２０ｎｍ、溶剤組成；ＭＩＢ
Ｋ／ＭＥＫ＝９／１）２８５．０質量部に、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の混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）
８５．０質量部、オルガノシラン化合物（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）２
８．０質量部、メチルイソブチルケトン６０．０質量部、メチルエチルケトン１７．０質
量部を添加して、撹拌した。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は１
．６１であった。
　さらにこの溶液にポリトロン分散機にて１００００ｒｐｍで分散した平均粒径３．０μ
ｍの分級した架橋ＰＭＭＡ粒子（屈折率１．４９、ＭＸＳ－３００、綜研化学（株）製）
の３０質量％メチルイソブチルケトン分散液３５．０質量部、同様にして作製した平均粒
径１．５μｍのシリカ粒子（屈折率１．４６、シーホスターＫＥ－Ｐ１５０、（株）日本
触媒製）の３０質量％メチルエチルケトン分散液９０．０質量部を添加して、撹拌した。
　孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過して光拡散ハードコート層用塗料（
II）を調製した。
【０１８３】
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（ハードコート層用塗料（III）の調製）
　ハードコート層塗料（II）に、平均粒径３．０μｍの導電性粒子（ブライト４１ＧＮＲ
３．０－ＥＨ、日本化学工業（株）製）の３０質量％メチルエチルケトン分散液２．０質
量部を添加して、撹拌した。尚、導電粒子の前記Ｓ値は２．０以下であった。
　孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過して光拡散ハードコート層用塗料（
III）を調製した。
【０１８４】
（ハードコート層用塗料（IV）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
ートの混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）５５．０質量部に、重合開始剤（イルガキ
ュア９０７、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）２．０質量部、オルガノシラ
ン化合物（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）８．０質量部、メチルイソブチル
ケトン３０．０質量部、メチルエチルケトン５．０質量部を添加して、撹拌した。この溶
液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は１．５３であった。
　さらにこの溶液にポリトロン分散機にて１００００ｒｐｍで分散した平均粒径３．５μ
ｍの架橋ポリスチレン粒子（屈折率１．６１）のメチルイソブチルケトン分散液（固形分
濃度３０質量％）２５．０質量部、同様にして作製した平均粒径３．５μｍの架橋アクリ
ル－スチレン粒子（屈折率１．５６）のメチルイソブチルケトン分散液（固形分濃度３０
質量％）８．０質量部、及び、平均粒径３．５μｍの導電性粒子（ミクロパールＡＵ－２
０３５、積水化学工業（株）製）のメチルイソブチルケトン分散液（固形分濃度３０質量
％）０．５質量部を添加して撹拌した。尚、導電性粒子の前記Ｓ値は１．０以下であった
。
　孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過して防眩ハードコート層用塗料（IV
）を調製した。
【０１８５】
　上記の各材料を用いて、以下の実施例１－１～２５及び比較例１－Ａ、Ｂの各光学フィ
ルム試料を作製した。
（実施例１－１）
　膜厚８０μｍ、幅１３４０ｍｍのセルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８
０Ｕ、富士写真フイルム（株）製）上に、上記帯電防止層用塗料（Ａ）を、ダイ塗工方式
で塗布した。１００℃で１５０秒乾燥し、膜厚０．２μｍの帯電防止層を作製した。
　さらに、帯電防止層の上に、上記ハードコート層用塗料（I）を、ダイ塗工方式で塗布
した。１００℃で１５０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下）しながら、
１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、
放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量２５０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬化
させ、膜厚２．５μｍのハードコート層を作製した。このようにして、実施例１－１の光
学フィルムを作製した。
【０１８６】
（実施例１－２）
　実施例１－１において、帯電防止層用塗料（Ａ）を帯電防止層用塗料（Ｂ）に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－２の光学フィルムを作製した。
（実施例１－３）
　実施例１－１において、帯電防止層用塗料（Ａ）を帯電防止層用塗料（Ｃ）に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－３の光学フィルムを作製した。
（実施例１－４）
　実施例１－１において、帯電防止層用塗料（Ａ）を帯電防止層用塗料（Ｄ）に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－４の光学フィルムを作製した。
（実施例１－５）
　実施例１－１において、帯電防止層用塗料（Ａ）を帯電防止層用塗料（Ｅ）に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－５の光学フィルムを作製した。
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（実施例１－６）
　実施例１－１において、帯電防止層用塗料（Ａ）を帯電防止層用塗料（Ｆ）に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－６の光学フィルムを作製した。
【０１８７】
（実施例１－７）
　膜厚８０μｍ、幅１３４０ｍｍのセルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８
０Ｕ、富士写真フイルム（株）製）上に、上記帯電防止層用塗料（Ｇ）を、ダイ塗工方式
で塗布した。１００℃で２０分間乾燥して、膜厚０．２μｍの帯電防止層を作製した。
さらに、帯電防止層の上に、実施例１－１と全く同様にして、膜厚２．５μｍのハードコ
ート層を作製した。このようにして、実施例１－７の光学フィルムを作製した。
【０１８８】
（実施例１－８）
　膜厚８０μｍ、幅１３４０ｍｍのセルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８
０Ｕ、富士写真フイルム（株）製）上に、帯電防止層用塗料（Ｈ）を、ダイ塗工方式で塗
布した。１００℃で１５０秒間乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．５％）しながら、
１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、
放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量３００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬化
させ、膜厚０．２μｍの帯電防止層を作製した。
　さらに、帯電防止層の上に、実施例１－１と全く同様にして、膜厚２．５μｍのハード
コート層を作製した。このようにして、実施例１－８の光学フィルムを作製した。
【０１８９】
（実施例１－９）
　実施例１－１で作製した帯電防止層の上に、ハードコート層用塗料（II）を、ダイ塗工
方式で塗布した。１００℃で１５０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下）
しながら、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）
を用いて、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量２５０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗
布層を硬化させ、膜厚３．７μｍのハードコート層を作製した。このようにして、防眩性
は殆ど無いが、透過光における光拡散機能を有する実施例１－９の光学フィルムを作製し
た。
【０１９０】
（実施例１－１０）
　実施例１－９において、ハードコート層用塗料（II）をハードコート層用塗料（III）
に変更した以外は全く同様にして、防眩性は殆ど無いが、透過光における光拡散機能を有
する実施例１－１０の光学フィルムを作製した。
【０１９１】
（実施例１－１１）
　実施例１－２で作製した帯電防止層の上に、ハードコート層用塗料（III）を、ダイ塗
工方式で塗布した。１００℃で１５０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下
）しながら、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製
）を用いて、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量２５０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して
塗布層を硬化させ、膜厚３．７μｍの透過光における光拡散機能を有するハードコート層
を作製した。このようにして、防眩性は殆ど無いが、透過光における光拡散機能を有する
実施例１－１１の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１２）
　実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－３で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－１２の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１３）
実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－４で作製した帯電防止層に変更した以
外は全く同様にして、実施例１－１３の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１４）
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　実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－５で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－１４の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１５）
　実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－６で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－１５の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１６）
　実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－７で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－１６の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１７）
　実施例１－１１において、帯電防止層を実施例１－８で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、実施例１－１７の光学フィルムを作製した。
【０１９２】
（実施例１－１８）
　実施例１－１で作製した帯電防止層の上に、上記ハードコート層用塗料（IV）を、ダイ
塗工方式で塗布した。１００℃で１５０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以
下）しながら、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）
製）を用いて、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量１００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射し
て塗布層を硬化させ、膜厚５．５μｍの防眩機能を有するハードコート層を作製した。ハ
ードコート層の表面の表面粗さ（Ｒａ）を原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いて評価したと
ころ０．１４μｍであった。
　このようにして、防眩性を有する実施例１－１８の光学フィルムを作製した。
（実施例１－１９）
　実施例１－１８において、帯電防止層を実施例１－２で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－１９の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２０）
実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－３で作製した帯電防止層に変更した以
外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２０の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２１）
　実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－４で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２１の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２２）
　実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－５で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２２の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２３）
　実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－６で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２３の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２４）
　実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－７で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２４の光学フィルムを作製した。
（実施例１－２５）
　実施例１－１９において、帯電防止層を実施例１－８で作製した帯電防止層に変更した
以外は全く同様にして、防眩性を有する実施例１－２５の光学フィルムを作製した。
【０１９３】
［比較例１］
（比較例１－Ａ）
　実施例１－４において、帯電防止層用塗料（Ｄ）を帯電防止層用塗料（Ｉ）に変更した
以外は全く同様にして、比較例１－Ａの光学フィルムを作製した。
【０１９４】
（比較例１－Ｂ）
　実施例１－４において、帯電防止層用塗料（Ｄ）を帯電防止層用塗料（Ｊ）に変更した
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以外は全く同様にして、比較例１－Ｂの光学フィルムを作製した。
【０１９５】
（光学フィルムの評価）
　実施例１－１～２５及び比較例１－Ａ、Ｂで作製した光学フィルムについて、以下の項
目の評価を行った。結果を表１に示す。
（１）接着性の評価
　帯電防止層を有する側の表面において、カッターナイフで碁盤目状に縦１１本、横１１
本の切り込みを入れて合計１００個の正方形の升目を刻み、日東電工（株）製のポリエス
テル粘着テープ（ＮＯ．３１Ｂ）による接着試験を同じ場所で繰り返し２回行なった。塗
布層の剥がれの有無を目視で観察し、下記の４段階で評価した。
　　◎；１００升において剥がれが全く認められなかったもの
　　○；１００升において剥がれが認められたものが２升以内のもの
　　△；１００升において剥がれが認められたものが１０～３升のもの
　　×；１００升において剥がれが認められたものが１０升をこえたもの
【０１９６】
（２）表面抵抗の評価
　ハードコート層を塗設する前の帯電防止層の表面とハードコート層を塗設した後のハー
ドコート層の表面において、それぞれの表面抵抗を表面抵抗測定機（ＴＲ８６０１、（株
）アドバンテスト製）を用いて、２５℃、相対湿度６０％の条件下で測定した。
【０１９７】
（３）防塵性の評価
　光学フィルムをモニターに張り付け、モニターの電源を入れると同時に帯電防止層を有
する側の表面に塵埃（衣服の繊維屑）を振りかけた。クリーニングクロスで塵埃を拭き取
り、塵埃の除去性を調べ、下記の４段階で評価した。
　　◎；塵埃が完全に取り除けたもの
　　○；塵埃が極めて僅かに残ったもの
　　△；塵埃が若干残ったもの
　　×；塵埃がかなり残ったもの
【０１９８】
（４）耐擦傷性の評価
　光学フィルムの帯電防止層を有する側の表面において、ラビングテスターを用いてスチ
ールウールによる擦りテストを実施した。
　こすり材としてスチールウール（日本スチールウール（株）製、グレードＮＯ．０００
０）を用い、移動距離（片道）１３ｃｍ、こすり速度１３ｃｍ／秒、荷重１．９６Ｎ／ｃ
ｍ2、先端部接触面積：１ｃｍ×１ｃｍ、こすり回数２往復の条件で実施した。表面につ
いた傷について目視観察して、下記の４段階で評価した。
　　◎；注意深く見ても、全く傷が見えない。
　　○；注意深く見ると、僅かに弱い傷が見える。
　　△；弱い傷が見える。
　　×；一目見ただけで目立つ傷が見える。
【０１９９】
（評価結果）
　各試料についての評価試験結果を表１に示す。
　（表１）
【０２００】
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【表１】

【０２０１】
　表１の結果から明らかなように、セルロースアシレートを含有する本発明例の帯電防止
層を有する実施例１－１～２５の光学フィルムは、接着性、防塵性、耐擦傷性に優れるも
のであった。
　これに対し、セルロースアシレートを含有しない帯電防止層を有する比較例１－Ａは、
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接着性が悪かった。また、帯電防止層を有さない比較例１－Ｂは防塵性が悪かった。
　また、表１には示してないが、帯電防止層とハードコート層を有しない比較例１－Ｃ（
ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ）は、防塵性及び耐擦傷性がともに悪かった。
【０２０２】
　また、帯電防止層用塗料（Ａ）、（Ｂ）において使用したセルロースアセテートをアセ
チル基の置換度；２．７８、重合度；２９０のセルロースアセテート（セルローストリア
セテート）に変更した試料について同じ評価試験を行っても同様の結果が得られた。
　また、上記ＡＴＯ分散液ＳＮＳ－１０Ｍ（石原産業（株）製）に含有する導電材（ＡＴ
Ｏ）をスズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）（比表面積４０ｍ2／ｇ）、アルミニウムド
ープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）（比表面積５０ｍ2／ｇ）に変更しても同様の結果が得られた。
さらにまた、帯電防止層用塗料の溶剤組成をジクロロメタン／メタノール＝９０／１０、
ジクロロメタン／メタノール／ブタノール＝９０／７／３に変更しても同様の結果が得ら
れた。
（比較例１－Ｄ）
　市販のアンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液（ＳＮＳ－１０Ｍ、固形分濃度３０質量
％、溶媒ＭＥＫ、石原産業（株）製）を溶媒置換して、固形分濃度３０質量％、溶剤組成
；メチルイソブチルケトン／ＭＥＫ＝７／３（質量比）のＡＴＯ分散液を作製した。上記
ＡＴＯ分散液８７．６質量部に、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の混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬（株）製）１１．４質
量部、重合開始剤（イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）
１．０質量部を添加して、撹拌した。このようにして、帯電防止機能を有するハードコー
ト層用塗料を調整した。
　膜厚８０μｍ、幅１３４０ｍｍのセルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８
０Ｕ、富士写真フイルム（株）製）上に、上記ハードコート層用塗料を、ダイ塗工方式で
塗布した。１００℃で１５０秒乾燥た後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下）しながら
、１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて
、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量２５０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬
化させ、膜厚２．５μｍの帯電防止性を有するハードコート層を作製した。このようにし
て、比較例１－Ｄの光学フィルムを作製した。
　比較例１－Ｄで作製した光学フィルムを実施例１－１～２５と同様に評価した結果、接
着性、防塵性、耐擦傷性は優れていた。しかし、実施例１－１～２５で作製した光学フィ
ルムと比較して、顕著に着色（紺色）しており、さらにまた、光線透過率が５％以上低か
った。
　比較例１－Ｄの帯電防止性を有するハードコート層は、実施例１－１～２５の帯電防止
層よりも膜厚が厚く、多量のＡＴＯを含有している。比較例１－Ｄの光学フィルムの着色
、光線透過率が低いことの原因は、ハードコート層に含有される多量のＡＴＯに起因して
おり、ハードコート層に導電材を含有することは、好ましくない。
【実施例２】
【０２０３】
（セルロースアセテートドープ（ａ）の調製）
　攪拌羽根を有するステンレス製溶解タンクに、下記組成物を投入し、加熱しながら攪拌
してセルロースアセテートドープ（ａ）を調製した。

メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　５９．２　　質量部
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．４　　質量部
１－ブタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５　　質量部
セルローストリアセテート粉体（置換度２．８４）　　　２２．４　　質量部
トリフェニルホスフェート　　　　　　　　　　　　　　　１．６７　質量部
ビフェニルジフェニルホスフェート　　　　　　　　　　　０．７５　質量部
【０２０４】
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（ＵＶ剤液１の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してＵＶ剤液１を調製した。

2(2'-ヒト゛ロキシ-3',5'-シ゛-tert-フ゛チルフェニル)ヘ゛ンソ゛トリアソ゛ール　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．６５　質量部
2(2'-ヒト゛ロキシ-3',5'-シ゛-tert-アミルフェニル)-5-クロルヘ゛ンソ゛トリアソ゛ー
ル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．２５　質量部
メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　７７．０　　質量部
アセトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．６　　質量部
１－ブタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５　　質量部
【０２０５】
（セルロースアセテートドープ（ｂ）の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してセルロースアセテートドープ（ｂ
）を調製した。

セルロースアセテートドープ（ａ）　　　　　　　　　　　９８．０　　質量部
ＵＶ剤液１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　質量部
【０２０６】
（微粒子分散液１の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解して微粒子分散液１を調製した。

微粒子（ＳｉＯ2  （粒径１５nm））　　　　　　　　　　 　１．４３　質量部
メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５．２　　質量部
アセトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．８　　質量部
１－ブタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６　　質量部
【０２０７】
（セルロースアセテートドープ（ｃ）の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してセルロースアセテートドープ（ｃ
）を調製した。

セルロースアセテートドープ（ａ）　　　　　　　　　　９３．０　　質量部
微粒子分散液１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０　　質量部
【０２０８】
（セルロースアセテートドープ（ｄ）の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してセルロースアセテートドープ（ｄ
）を調製した。

セルロースアセテートドープ（ａ）　　　　　　　　　　７５．０　　質量部
ＳＮＳ－１０Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．０　　質量部
【０２０９】
（セルロースアセテートドープ（ｅ）の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してセルロースアセテートドープ（ｅ
）を調製した。

セルロースアセテートドープ（ａ）　　　　　　　　　　６０．０　　質量部
ＳＮＳ－１０Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０　　質量部
【０２１０】
（導電剤分散液ＳＮＳ－１０ＭＣの調製）
　前記アンチモン含有酸化錫（ＡＴＯ）分散液ＳＮＳ－１００Ｍ（固形分濃度３０質量％



(52) JP 4810155 B2 2011.11.9

10

20

30

40

）を減圧蒸留して、固形分濃度４０質量％のアンチモン含有酸化錫を調製した。これをＳ
ＮＳ－１０ＭＣ（固形分濃度４０質量％）と称する。
【０２１１】
（セルロースアセテートドープ（ｆ）の調製）
　別の溶解タンクに下記組成物を投入し、攪拌溶解してセルロースアセテートドープ（ｆ
）を調製した。

セルロースアセテートドープ（ａ）　　　　　　　　　　５０．０　　質量部
ＳＮＳ－１０ＭＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０．０　　質量部
【０２１２】
（共流延支持体試料２０１～２０４の作製）
　共流延用に調整したフィードブロックを装備し、主流延層のほかに片面に副流延層を積
層して２層構造のフィルムを成形できるようにした流延ダイを用いた。セルロースアセテ
ートドープ（ｃ）を主流延層とし、セルロースアセテートドープ（ｄ）を副流延層として
、下記膜厚になるように押し出し量を調節してバンド流延した。その後１００℃の乾燥風
で残留溶剤度が１０質量％になるまで乾燥し、さらに１３０℃の乾燥風で１０分間乾燥し
た。
　このようにして主流延層膜厚が７８μｍ、副流延層膜厚が２μｍで、合計膜厚が８０μ
mの支持体試料２０１を作製した。
　試料２０１に対して、各ドープの種類、組み合わせを表２のように変更して試料２０２
～試料２０４を作製した。試料２０１～２０４の内容を表２に示す。
【０２１３】
【表２】

【０２１４】
（共流延支持体試料２１１～２１６の作製）
　共流延用に調整したフィードブロックを装備し、主流延層のほかにその両面に副流延層
を積層して３層構造のフィルムを成形できるようにした流延ダイを用いた。セルロースア
セテートドープ（ｂ）を主流延層とし、セルロースアセテートドープ（ｄ）をバンド側副
流延層とし、セルロースアセテートドープ（ｃ）を反対の空気面流延層として下記膜厚に
なるように押し出し量を調節してバンド流延した。その後１００℃の乾燥風で残留溶剤度
が１０質量％になるまで乾燥し、さらに１３０℃の乾燥風で１０分間乾燥した。このよう
にして主流延層膜厚が７４μｍ、ドープ（ｄ）の副流延層膜厚が２μｍ、ドープ（ｃ）の
副流延層膜厚が４μｍで、合計膜厚８０μmの支持体試料２１１を作製した。
　試料２１１に対して、各ドープの種類、組み合わせを表３のように変更して試料２１２
～試料２１６を作製した。試料２１１～２１６の内容を表３に示す。
【０２１５】
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【表３】

【０２１６】
　実施例２で作製した支持体試料２０１～２０４、支持体試料２１１～２１６の導電材を
含有する副流延層側の上に、実施例１のハードコート層塗料を実施例１と同様の方法で塗
布、硬化して実施例２の光学フィルム試料を作製した。
　支持体試料とハードコート層塗料の組み合わせを表４に示す。さらにこれらの光学フィ
ルム試料を実施例１と同じ評価を行なった結果も合わせて表４に示す。
（表４）
【０２１７】
【表４】

【０２１８】
　表４結果から、導電材を含有する副流延層を有するセルロースアシレート支持体試料（
実施例２－１～２－３、２－４～２－７、２－８、２－９）は、導電材を含有しない比較
例支持体試料（比較例２－Ａ～２－Ｃ）に比較して、表面抵抗値が低く、かつ防塵性に優
れていることがわかる。
【実施例３】
【０２１９】
（ハードコート層用塗料（V）の調製）
　実施例１で塗布した前記ハードコート層用塗料（IV）における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アクリレートヘキサアクリレートの混合物（ＤＰＨＡ、日
本化薬（株）製）の５０ｗｔ％を、特開２００５－７６００５号、合成例１記載のポリエ
ステルアクリレートデンドリマー（Ａ）に置換えた以外はハードコート層用塗料（IV）と
同じにして防眩ハードコート層用塗料（V）を調製した。
（光学フィルムの作製）
　実施例１－１で作製した帯電防止層の上に前記防眩ハードコート層用塗料（V）を、実
施例１－１８と同じ方法で塗布、硬化させて実施例３－１の光学フィルムを作製した。
（光学フィルムの評価）
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　実施例３－１の光学フィルムを実施例１と同じ項目について評価したところ、接着性は
◎、ハードコート層表面の表面抵抗は４．２×１０9、防塵性は○、接着性は◎であって
、性能の優れたものであった。加えて、低カールでクラックが発生しない樹脂組成物を有
する光学フィルムが得られた。
【実施例４】
【０２２０】
　実施例１と同様の結果が、セルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ、
富士写真フイルム（株）製）の製造工程において、流延から巻き取りまでの間にダイ塗工
方式で帯電防止層を作製して、さらにその後、別の塗布機を用いてハードコート層を作製
した光学フィルムにおいても得られた。また、実施例１と同様の結果が、セルローストリ
アセテートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ、富士写真フイルム（株）製）の製造工程にお
いて、流延から巻き取りまでの間にダイ塗工方式で帯電防止層とハードコート層の両方の
層を作製した光学フィルムにおいても得られた。
【実施例５】
【０２２１】
（二酸化チタン微粒子分散液の調製）
　コバルト（Ｃｏ）を含有する二酸化チタン微粒子（ＭＰＴ－１２９Ｃ、石原産業（株）
製）２５．７１質量部に、下記分散剤４．１１質量部、およびシクロヘキサノン７０．１
８質量部を添加してディスパーで撹拌した。尚、上記二酸化チタン微粒子は、二酸化チタ
ン微粒子の内部にコバルト（Ｃｏ）を含有し、また、微粒子表面がアルミニウム（Ａｌ）
含有化合物（酸化物、及び／又は、水酸化物）、ジルコニウム（Ｚｒ）含有化合物（酸化
物、及び／又は、水酸化物）で被覆されている。
　メディア分散機（直径０．１ｍｍのジルコニアビーズ使用）を用いて上記液中の二酸化
チタン微粒子を分散した。光散乱法で分散液中の二酸化チタン微粒子の質量平均粒径を評
価した結果、６８ｎｍであった。このようにして、二酸化チタン微粒子分散液を作製した
。
　（分散剤１）
【０２２２】

【化９】

【０２２３】
（中屈折率層用塗料の調製）
　上記の二酸化チタン微粒子分散液６．６０質量部に、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の混合物（ＤＰＨＡ、日本化薬
（株）製）４．５３質量部、光重合開始剤（イルガキュア９０７、チバ・スペシャルティ
・ケミカルズ（株）製）０．２４質量部、光増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ－Ｓ、日本化
薬（株）製）０．０８質量部、およびメチルエチルケトン８８．５５質量部を添加して攪
拌した。孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用の塗料を
調製した。
【０２２４】
（高屈折率層用塗料の調製）
　上記の二酸化チタン微粒子分散液３１．２９質量部に、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の混合物（ＤＰＨＡ、日本化
薬（株）製）２．６７質量部、光重合開始剤（イルガキュア９０７、チバ・スペシャルテ
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ィ・ケミカルズ（株）製）０．２２質量部、光増感剤（カヤキュアーＤＥＴＸ－Ｓ、日本
化薬（株）製）０．０８質量部、およびメチルエチルケトン６５．７４質量部を添加して
攪拌した。孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗料
を調製した。
（パーフルオロオレフィン共重合体の合成）
【０２２５】
【化１０】

【０２２６】
　ステンレス製撹拌機付オートクレーブに酢酸エチル４０質量部、ヒドロキシエチルビニ
ルエーテル１４．７質量部、及び過酸化ジラウロイル０．５５質量部を添加し、系内を脱
気して窒素ガスで置換した。さらにヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）２５質量部をオ
ートクレーブ中に添加して６５℃まで昇温した。オートクレーブ内の温度が６５℃に達し
た時点の圧力は５２９．２ｋＰａであった。該温度を保持し８時間反応を続け、圧力が３
１３．６ｋＰａに達した時点で加熱をやめて放冷した。室温まで内温が下がった時点で未
反応のモノマーを追い出し、オートクレーブを開放して反応液を取り出した。
　得られた反応液を大過剰のヘキサンに添加し、デカンテーションにより溶剤を除去する
ことにより沈殿したポリマーを取り出した。さらにこのポリマーを少量の酢酸エチルに溶
解してヘキサンから２回再沈殿を行うことによって残存モノマーを完全に除去した。乾燥
後、ポリマー生成物２８質量部を得た。
【０２２７】
　次に該ポリマー生成物の２０質量部をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド１００質量部に溶
解、氷冷下で、アクリル酸クロライド１１．４質量部を滴下した後、室温で１０時間攪拌
した。反応液に酢酸エチルを加えて水洗し、有機層を抽出後、濃縮し、得られたポリマー
をヘキサンで再沈殿させることにより上記パーフルオロオレフィン共重合体１９質量部を
得た。得られたパーフルオロオレフィン共重合体の屈折率は１．４２１であった。
　上記パーフルオロオレフィン共重合体をメチルエチルケトンに溶解し、固形分濃度３０
質量％の溶液を得た。
【０２２８】
（低屈折率層用塗料の調製）
　上記パーフルオロオレフィン共重合体の溶液（固形分濃度３０質量％）１５．０質量部
に、アクリロイル基を有するポリシロキサン化合物（Ｘ－２２－１６４Ｃ，信越化学工業
（株）製）０．１５質量部、光重合開始剤（イルガキュア９０７、チバ・スペシャルティ
・ケミカルズ（株）製）０．２３質量部、及び、メチルエチルケトン８１．８２質量部、
シクロヘキサノン２．８質量部を添加して撹拌した。孔径０．４μｍのポリプロピレン製
フィルターでろ過して、低屈折率層用の塗料を調製した。
【０２２９】
（光学フィルムの作製）
　実施例１～実施例４で作製したハートコート層の上に、上記中屈折率層用塗料を、マイ
クログラビア塗工方式で塗布した。１００℃で６０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度
０．３％以下）しながら、２４０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィッ
クス（株）製）を用いて、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量４００ｍＪ／ｃｍ2の紫外
線を照射して塗布層を硬化させ、中屈折率層（屈折率１．６３、膜厚６７ｎｍ）を作製し
た。
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【０２３０】
　上記中屈折率層の上に、高屈折率層用塗料を、マイクログラビア塗工方式で塗布した。
１００℃で６０秒乾燥した後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下）しながら、２４０Ｗ
／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、放射照度
４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量６００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、高
屈折率層（屈折率１．９０、膜厚１０７ｎｍ）を作製した。
【０２３１】
　上記高屈折率層の上に、低屈折率層用塗料を、マイクログラビア塗工方式で塗布した。
　１２０℃で１５０秒乾燥の後、窒素パージ（酸素濃度０．１％以下）しながら２４０Ｗ
／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用いて、放射照度
４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量９００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、低
屈折率層（最外層）（屈折率１．４３、膜厚８７ｎｍ）を作製した。このようにして、反
射防止性能を有する実施例４の光学フィルムを作製した。
【０２３２】
（光学フィルムの評価）
　作製した光学フィルムにおいて、分光光度計（Ｖ－５５０、ＡＲＶ－４７４日本分光（
株）製）を用いて、３８０～７８０ｎｍの波長領域における入射角５°の分光反射率を測
定し、４５０～６５０ｎｍの波長範囲における平均反射率を求めたところ、すべての光学
フィルムにおいてガラス板の平均反射率約４％、セルローストリアセテートフィルム（Ｔ
ＡＣ－ＴＤ８０Ｕ）の平均反射率約４％、よりも低い反射率を示した。
　さらにまた、実施例５の光学フィルムについて、実施例１と全く同様にして評価した結
果、本発明試料において表面抵抗が低く、防塵性に優れ、耐擦傷性が好ましい、実施例１
～実施例４と同様の結果が得られた。
【実施例６】
【０２３３】
（オルガノシラン化合物Ｂ溶液の調製）
　攪拌機、還流冷却器を備えた反応器に、メチルエチルケトン１２０質量部、３－アクリ
ロキシプロピルトリメトキシシラン（ＫＢＭ－５１０３、信越化学工業（株）製）１００
質量部、ジイソプロポキシアルミニウムエチルアセトアセテート（商品名：ケロープＥＰ
－１２，ホープ製薬（株）製）３質量部を加えて混合したのち、イオン交換水３０質量部
を加え、６０℃で４時間反応させた。室温まで冷却し、オルガノシラン化合物Ｂの溶液（
固形分濃度２９質量％）を得た。質量平均分子量は１６００であり、オリゴマー成分以上
の成分のうち、分子量が１０００～２００００の成分は１００％であった。また、ガスク
ロマトグラフィーによる分析を行ったところ、原料の３－アクリロキシプロピルトリメト
キシシランは殆ど残存していなかった。
【０２３４】
（低屈折率層用塗料６Ｌの調製）
　屈折率１．４４の熱架橋性含フッ素ポリマー（ＪＴＡ１１３、固形分濃度６質量％、Ｊ
ＳＲ（株）製）５２．５質量部に、シリカ微粒子のＭＥＫ分散液（ＭＥＫ－ＳＴ、平均粒
径３０ｎｍ、固形分濃度３０質量％、日産化学工業（株）製）４．５質量部、上記オルガ
ノシラン化合物Ｂ溶液１．５質量部、メチルエチルケトン３８．５質量部、シクロヘキサ
ノン３．０質量部を添加して攪拌した。孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで
ろ過して、低屈折率層用の塗料６Ｌを調製した。
【０２３５】
（光学フィルムの作製）
　実施例１～実施例４で作製したハートコート層の上に、上記低屈折率層用塗料６Ｌを、
マイクログラビア塗工方式で塗布した。
　１２０℃で１５０秒乾燥の後、更に１４０℃で１０分乾燥させてから窒素パージ（酸素
濃度０．１％以下）しながら２４０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィ
ックス（株）製）を用いて、放射照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量９００ｍＪ／ｃｍ2の紫
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外線を照射して塗布層を硬化させ、低屈折率層（屈折率１．４５、膜厚９５ｎｍ）を作製
した。このようにして反射防止性能を有する実施例６の光学フィルムを作製した。
【０２３６】
（光学フィルムの評価）
　作製した光学フィルムにおいて、実施例５と全く同様にして、平均反射率を求めたとこ
ろ、すべての光学フィルムにおいて、ガラス板の平均反射率約４％、セルローストリアセ
テートフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ）の平均反射率約４％、よりも低い反射率を示した
。
　また、実施例６の光学フィルムについて、実施例１と同様にして評価した結果、各評価
項目において実施例１～実施例５と同様の結果が得られた。
【実施例７】
【０２３７】
　前記実施例６における低屈折率層用塗料の素材の代わりに、以下の素材を用いた以外は
実施例６と同じにして実施例７の低屈折率層用塗料を作製した。
　（低屈折率層用塗料７Ｌの調製）
　特開平１１－１８９６２１の実施例１に記載の含フッ素熱硬化性ポリマーを８０質量部
、サイメル３０３を２０質量部（日本サイテックインダストリーズ（株）性）、キャタリ
スト４０５０を２．０質量部（日本サイテックインダストリーズ（株）製）を、メチルエ
チルケトンに溶解し、固形分濃度を６質量％にした。
（光学フィルムの作製）
　前記実施例６と同じ方法で光学フィルムの作製を行った。
（光学フィルムの評価）
　前記実施例６と全く同様にして、平均反射率を求めたところ、すべての光学フィルムに
おいて、ガラス板の平均反射率約４％、セルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣ－Ｔ
Ｄ８０Ｕ）の平均反射率約４％、よりも低い反射率を示した。
　また、実施例７の光学フィルムについて、実施例１と同様にして評価した結果、各評価
項目において実施例１～実施例６と同様の結果が得られた。
【実施例８】
【０２３８】
（画像表示装置の評価）
　実施例１～実施例７で作製した光学フィルムを、画像表示装置（ＴＮ、ＳＴＮ、ＩＰＳ
、ＶＡ、又はＯＣＢのモードの、透過型、反射型又は半透過型の液晶表示装置、及び、プ
ラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ
）、陰極管表示装置（ＣＲＴ））のディスプレイ面に装着した。
　本発明の光学フィルムを装着した画像表示装置は、接着性、防塵性、耐擦傷性に優れて
いた。特に、実施例５及び実施例６で作製した光学フィルムを装着した画像表示装置は、
反射防止性能にも優れ、極めて視認性が良好であった。
　また、透過光における光拡散機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを装着
した画像表示装置は、ハードコート層の中に含まれる０．２μｍ以上の粒子による透過光
の光拡散効果により、特に液晶表示装置の上下左右の視野角が広く、視認性が優れていた
。
　また、防眩機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを装着した画像表示装置
は、外光の映り込み防止性（防眩性）が改良され、視認性が優れていた。
【実施例９】
【０２３９】
（偏光板用保護フィルムの作製）
　１．５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液を５０℃に保温した鹸化液を調整した。さ
らに、０．００５ｍｏｌ／Ｌの希硫酸水溶液を調製した。
　実施例１～実施例６で作製した光学フィルムにおいて、本発明の帯電防止層を有する側
とは反対側の透明支持体の表面を、上記鹸化液を用いて鹸化処理した。
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　鹸化処理した透明支持体表面の水酸化ナトリウム水溶液を、水で十分に洗浄した後、上
記の希硫酸水溶液で洗浄し、さらに希硫酸水溶液を水で十分に洗浄し、１００℃で十分に
乾燥させた。
　本発明の帯電防止層を有する側とは反対側の、鹸化処理した透明支持体の表面の水に対
する接触角を評価したところ、４０°以下であった。このようにして、偏光板用保護フィ
ルムを作製した。
【０２４０】
（偏光板の作製）
　膜厚７５μｍのポリビニルアルコールフィルム（（株）クラレ製）を水１０００質量部
、ヨウ素７質量部、ヨウ化カリウム１０５質量部からなる水溶液に５分間浸漬し、ヨウ素
を吸着させた。次いで、このフィルムを４質量％ホウ酸水溶液中で、４．４倍に縦方向に
１軸延伸をした後、緊張状態のまま乾燥して偏光膜を作製した。
【０２４１】
　接着剤としてポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の一方の面に上記偏光板
用保護フィルムの鹸化処理したトリアセチルセルロース面を貼り合わせた。さらに、偏光
膜のもう片方の面には上記と同様にして鹸化処理したセルローストリアセテート（ＴＡＣ
）フィルムを同じポリビニルアルコール系接着剤を用いて貼り合わせた。
【０２４２】
（画像表示装置の評価）
　このようにして作製した上記偏光板を装着したＴＮ，ＳＴＮ，ＩＰＳ，ＶＡ，ＯＣＢの
モードの透過型、反射型、又は、半透過型の液晶表示装置は、接着性、防塵性、耐擦傷性
に優れていた。特に、実施例５～実施例７で作製した光学フィルムを有する偏光板は、反
射防止性能に優れ、極めて視認性が良好であった。
　また、透過光における光拡散機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを有す
る偏光板を装着した画像表示装置は、ハードコート層の中に含まれる０．２μｍ以上の粒
子による透過光の光拡散効果により、特に、液晶表示装置の上下左右の視野角が広く、視
認性が優れていた。
　また、防眩機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを有する偏光板を装着し
た画像表示装置は、外光の映り込み防止性（防眩性）が改良され、視認性が優れていた。
　なお、種々公知化されている偏光膜を用い、上記と同様に作製した偏光板においても同
様の結果が得られた。
【実施例１０】
【０２４３】
（偏光板の作製）
　光学補償フィルム（ワイドビューフィルムＳＡ　１２Ｂ、富士写真フイルム（株）製）
の光学補償層を有する側とは反対側の表面を実施例９と同様の条件で鹸化処理した。
　実施例９で作製した偏光膜に、接着剤としてポリビニルアルコール系接着剤を用いて、
偏光膜の一方の面に、実施例６で作製した偏光板用保護フィルムの鹸化処理したトリアセ
チルセルロース面を貼り合わせた。さらに、偏光膜のもう片方の面には鹸化処理した光学
補償フィルムのトリアセチルセルロース面を同じポリビニルアルコール系接着剤を用いて
貼り合わせた。
【０２４４】
（画像表示装置の評価）
　このようにして作製した上記偏光板を装着したＴＮ，ＳＴＮ，ＩＰＳ，ＶＡ，ＯＣＢの
モードの透過型、反射型、又は、半透過型の液晶表示装置は、光学補償フィルムを用いて
いない偏光板を装着した液晶表示装置よりも明室でのコントラストに優れ、上下左右の視
野角が非常に広く、さらに、接着性、防塵性、耐擦傷性に優れていた。特に、実施例４及
び実施例５で作製した光学フィルムを有する偏光板は、反射防止性能に優れ、極めて視認
性が良好であった。
　また、透過光における光拡散機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを有す
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る偏光板を装着した画像表示装置は、ハードコート層の中に含まれる０．２μｍ以上の粒
子による透過光の光拡散効果により、特に、液晶表示装置の上下左右の視野角が広がり、
左右方向の黄色味が改善されていた。
　また、防眩機能を有するハードコート層を有する光学フィルムを有する偏光板を装着し
た画像表示装置は、外光の映り込み防止性（防眩性）が改良され、視認性が優れていた。
　なお、種々公知化されている偏光膜を用い、上記と同様に作製した偏光板においても同
様の結果が得られた。
【実施例１１】
【０２４５】
（画像表示装置の評価）
　実施例１～実施例７で作製した光学フィルムを、有機ＥＬ表示装置に装着したところ、
接着性、防塵性、耐擦傷性に優れていた。特に、実施例５～実施例７の光学フィルムを装
着した画像表示装置は、反射防止性能に優れ、極めて視認性が良好であった。
　また、偏光膜の一方の面に実施例６で作製した偏光板用保護フィルム、もう一方の面に
λ／４板を有する偏光板を実施例９と同様にして作製した。上記偏光板を有機ＥＬ表示装
置に装着したところ、偏光板を貼ったガラス表面からの光の反射もカットされ、極めて視
認性の高い表示装置が得られた。
【図面の簡単な説明】
【０２４６】
【図１】本発明の反射防止性能に優れた光学フィルムの２つの態様（（ａ）及び（ｂ））
の層構成を模式的に示す概略断面図である。
【図２】（ａ）本発明の防眩性能を有する光学フィルムの一態様の層構成を模式的に示す
概略断面図である。（ｂ）本発明の光拡散性能を有する光学フィルムの一態様の層構成を
模式的に示す概略断面図である。
【図３】（ａ）光学フィルムを画像表示装置に適用する一態様を模式的に示す概略断面図
である。（ｂ）光学フィルムを液晶表示装置に適用する一態様を模式的に示す概略断面図
である。
【図４】（ｃ）光学フィルムを液晶表示装置に適用する一態様を模式的に示す概略断面図
である。（ｄ）光学フィルムを液晶表示装置に適用する一態様を模式的に示す概略断面図
である。
【符号の説明】
【０２４７】
１　　透明支持体
２　　帯電防止層
３　　ハードコート層
４　　低屈折率層（最外層）
５　　中屈折率層
６　　高屈折率層
７　　防眩層
８　　平均粒径が０．２～１０μｍの粒子
９　　平均粒径が０．２～１０μｍの導電性粒子
１０　粘着剤層
１１　偏光膜の保護フィルム
１２　偏光膜の保護フィルム
１３　偏光膜
１４　光拡散層
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