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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれかの酸化物、またはＩ
ｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子と、有機溶媒と、ス
ルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応を起こす官能基とし
てアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ法による数平均分子
量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し、
　前記オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部
であることを特徴とする高屈折率光学膜用分散液。
【請求項２】
　Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれかの酸化物、またはＩ
ｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子と、有機溶媒と、ス
ルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応を起こす官能基とし
てアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ法による数平均分子
量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し、前記オリゴマーの
含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部である高屈折率光学
膜用分散液を用いて作製した高屈折率光学膜であって、高屈折率微粒子が体積比率で１～
４０ｖｏｌ％の範囲にあることを特徴とする高屈折率光学膜。
【請求項３】
　前記高屈折率光学膜は、前記高屈折率光学膜用分散液に結合剤としてのペンタエリスリ
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トールペンタアクリレートまたはジペンタエリスリトールヘキサアクリレートを添加・混
合して作製したものであることを特徴とする請求項２に記載の高屈折率光学膜。
【請求項４】
　前記オリゴマーの含有量がオリゴマーと結合剤との総量に対して、体積比率で３～８０
ｖｏｌ％であることを特徴とする請求項３に記載の高屈折率光学膜。
【請求項５】
　Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれかの酸化物、またはＩ
ｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子と、有機溶媒と、ス
ルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応を起こす官能基とし
てアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ法による数平均分子
量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し、前記オリゴマーの
含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部である高屈折率光学
膜用分散液に結合剤を添加・混合して塗布液とし、該塗布液を基材に塗布し硬化させてな
ることを特徴とする高屈折率光学膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機材料と無機質微粒子を組成分とした成形性や生産性の優れた光透過性光学
用材料に関し、特に屈折率を広い範囲で調節でき、レンズやディスプレイなどに適用でき
る高屈折率光学用材料に関する。
【０００２】
【従来の技術】
光透過性光学材料としては、従来からガラスを主体とした無機光学材料系とプラスチック
を代表とした有機高分子光学材料系が知られている。
有機高分子光学材料系は、多様な形状に成形加工ができること、成形速度が速く量生産性
に優れていること、軽くかつ耐衝撃性が優れているため割れにくいこと等の利点を有して
いる。しかし、屈折率が一般的に低いこと、軟らかいため傷つき易いこと、吸湿性がある
ために形状変化が起こって光学特性が変化すること、複屈折率が大きいこと等の欠点があ
る。
【０００３】
一方、無機光学材料系は、硬くて傷つきにくく、耐熱性が高く、吸湿性が小さいこと、屈
折率は有機高分子光学材料系よりも高く、また屈折率の選択幅が広いこと、複屈折率が小
さいこと、解像度が高いこと等の利点を有する。しかし、衝撃が加わると割れ易いこと、
成形性が悪く量生産性に難点がること等の欠点を有する。
【０００４】
上記のように有機高分子光学材料系および無機光学材料系には、それぞれ短所があり、現
状では光学特性と成形性や他の特性を同時に満足できる材料が無いというのが実情である
。そのため、上記のような欠点のない新しい光学材料が要望されている。
即ち、新しい光学材料として（１）成形加工性が良く、（２）屈折率の値を任意に選択で
き、しかも高い屈折率が得られること、（３）耐衝撃性があり、割れにくいこと、（４）
着色性が少なく、広い波長域において可視光の光透過率が高いこと、（５）傷つきにくい
こと等を満たすことが求められている。
【０００５】
上記光学材料の用途としては、例えば光学レンズやディスプレイ等が挙げられる。
光学レンズは、レンズに入射した光線束を集合または発散させて実像あるいは虚像を結ば
せるものであり、代表的なものとして凸レンズ、凹レンズなどがある。光学レンズの利用
分野としては、メガネ（矯正用、ファッション用）、顕微鏡、望遠鏡、拡大鏡、プロジェ
クション機器類（映画、オーバーヘッドプロジェクター、スライド映写機）、カメラ（ビ
デオカメラ、デジタルカメラ、写真用カメラ、内視鏡カメラ）、ＣＤを主とした光メモリ
ー用または読み取り用の対物レンズ等がある。
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【０００６】
上記ような各種用途における光学レンズは、より薄く、より軽量であることが要請されて
おり、この要求に応えるためには、光学材料を高屈折率にすることが求められている。こ
の場合特に透明性と共に、各種形状のレンズを作製することから成形性や生産性の良いこ
とが要求される。
【０００７】
また、ディスプレイ、モニターなどの表示画面においては、光の表面反射によって画像が
見にくいという現象が起こる。この問題を回避するため、表示画面の表面に凹凸を設けて
光を乱反射させ、視覚者に対する反射光を抑制する方法があるが、この方法の場合には乱
反射によりコントラストや識字率が低下するという問題がある。そのため、このようなデ
ィスプレイ画面上における画像を見やすくするものとして、いわゆる反射を抑止するため
の反射防止膜が必要とされる。
【０００８】
このような反射防止膜の構成としては、一般に波長が５５０ｎｍの光に対する屈折率が１
．３５～１．４５の低屈折率膜の下層に高屈折率の膜を配した複合構成とすると、効果的
な光反射防止膜が設計できることが知られており、このような構成において使用すること
のできる高屈折率で透明性があり、成形性や生産性の優れた高屈折率膜用の光学材料が要
望されている。
【０００９】
前記要請に応える方法として、有機高分子材料中に種々の無機質微粒子（金属酸化物微粒
子等）を混入し、有機高分子材料と無機質微粒子との組成、すなわち混合割合を調節する
ことによって屈折率を任意に調整し、例えば屈折率を高めた混合割合の組成物をフィルム
やレンズなどの基材上に塗布し、それら基材の表面特性を改良する試みや、あるいは組成
物を光学材料として用いる試みが多く提案されている。
【００１０】
上記組成の混合において従来は、市販の無機質微粒子（金属酸化物微粒子等）をそのまま
有機高分子材料と単に混合する方法を採用していた。
しかし、このような混合方法では、前記微粒子が平均粒径、約２０ｎｍ程度の小さい一次
粒子であり、通常これら微粒子は凝集を起こしているため、有機高分子材料との分散が均
一に行われず、例えば光の透過性が悪くなりヘイズ成分が増加するなど、十分高い透過率
を確保することができなくなるなどの問題が発生していた。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、屈折率を自由に選
択でき、かつ広い波長範囲の光に対して透過性が良く、耐衝撃性や耐傷性があり、成形性
や加工性あるいは量生産性に優れた光透過性光学用材料および光反射防止用光学材料とし
て使用することのできる高屈折率光学膜用分散液と高屈折率光学膜およびその製造方法を
提供することにある。
すなわち、有機材料中に凝集を起こすことなく均一に高屈折率微粒子を分散混合させた高
屈折率光学膜用分散液を提供すると共に、分散液を所望の屈折率に調整した塗布液をレン
ズやディスプレイ等用の基材に塗布、硬化して形成する高屈折率光学膜を提供することに
ある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために鋭意検討を進めた結果、高屈折率微粒子と、該高屈折率微粒子
を均一に分散する極性官能基および硬化反応を起こす官能基を分子内に有するオリゴマー
と、有機溶媒とを組成分とする本発明の高屈折率光学膜用分散液により、高光透過性と高
屈折率を達成すると共に、優れた成形性や加工性あるいは量生産性を実現し、さらに高屈
折率光学膜用分散液を用いて形成した光学膜は表面強度が優れ耐衝撃性や耐傷性があり、
レンズやディスプレイ等用として好適な光学用材料を提供することができる。
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以下、本発明について具体的に説明する。
【００１３】
　請求項１の発明は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれか
の酸化物、またはＩｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子
と、有機溶媒と、スルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応
を起こす官能基としてアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ
法による数平均分子量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し
、
　前記オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部
であることを特徴とする高屈折率光学膜用分散液である。
【００１４】
　請求項１の高屈折率光学膜用分散液によれば、オリゴマーの含有量を高屈折率微粒子粉
末１００重量部に対してオリゴマー５～１００重量部とすることにより、高屈折率微粒子
の凝集などが少なく、分散を良好なものとすることができる。これによって高屈折率であ
ると共に、ヘイズが減少し光透過性が良好な光学膜が得られる。また、光学膜の強度（硬
度等）が向上する。
【００１６】
　また、請求項１の高屈折率光学膜用分散液によれば、オリゴマー分子中にスルホン酸塩
基またはスルホン酸基を含有することによって、高屈折率微粒子の凝集状態を抑制し、さ
らに分散性が向上するため分散液は一層均一となる。そのため、ヘイズが減少し光透過性
が向上するほか光学膜の強度も向上する。
【００１７】
　請求項２の発明は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれか
の酸化物、またはＩｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子
と、有機溶媒と、スルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応
を起こす官能基としてアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ
法による数平均分子量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し
、前記オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部
である高屈折率光学膜用分散液を用いて作製した高屈折率光学膜であって、高屈折率微粒
子が体積比率で１～４０ｖｏｌ％の範囲にあることを特徴とする高屈折率光学膜である。
【００１８】
　請求項２の高屈折率光学膜によれば、光学膜中における高屈折率微粒子の体積が１～４
０ｖｏｌ％に調製することによって、屈折率、ヘイズ減少、光学膜強度のバランスのとれ
た光学膜、すなわち高屈折率、良好な光透過性、高膜硬度が得られる。
【００１９】
　請求項３の発明は、前記高屈折率光学膜は、前記高屈折率光学膜用分散液に結合剤とし
てのペンタエリスリトールペンタアクリレートまたはジペンタエリスリトールヘキサアク
リレートを添加・混合して作製したものであることを特徴とする請求項２に記載の高屈折
率光学膜である。
【００２０】
　請求項３の高屈折率光学膜によれば、前記結合剤を添加・混合することによって、所望
の屈折率、光学特性、膜特性等の調整、あるいは用途に適合した塗工性など分散液性状を
調節することが可能となる。これによって前記応用分野における各種光学材料として幅広
く応用することができる。
【００２１】
　請求項４の発明は、前記オリゴマーの含有量がオリゴマーと結合剤との総量に対して、
体積比率で３～８０ｖｏｌ％であることを特徴とする請求項３に記載の高屈折率光学膜で
ある。
【００２２】
　請求項４の高屈折率光学膜の製造方法によれば、オリゴマーの含有量をオリゴマーと結
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合剤との総量に対して３～８０ｖｏｌ％とすることによって、高屈折率微粒子を均一に分
散すると共に、ヘイズが少なく透明性が優れ、屈折率と光学膜強度とのバランスのとれた
、すなわち高屈折率で高膜硬度の光学膜が得られる。
【００２３】
　請求項５の発明は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｙ、Ｓｂのいずれか
の酸化物、またはＩｎ－Ｓｎの合金酸化物からなる屈折率１．６５以上の高屈折率微粒子
と、有機溶媒と、スルホン酸塩基またはスルホン酸基と、放射線または熱により硬化反応
を起こす官能基としてアクリル基を分子内に有するゲルパーミエーションクロマトグラフ
法による数平均分子量が３５０～２０００のウレタンアクリレートオリゴマーとを含有し
、前記オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末１００重量部に対して５～１００重量部
である高屈折率光学膜用分散液に結合剤を添加・混合して塗布液とし、該塗布液を基材に
塗布し硬化させてなることを特徴とする高屈折率光学膜の製造方法である。
【００２４】
　請求項５の高屈折率光学膜の製造方法によれば、所望の屈折率、光学特性、膜特性等の
調整、あるいは用途に適合した塗工性など分散液性状を調節することが可能となり、高光
透過性の光学材料として幅広く応用できる高屈折率光学膜が提供される。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
本発明の高屈折率光学膜用分散液は、前記のように高屈折率微粒子と、有機溶媒と、オリ
ゴマーとを主要組成分とするものである。
本発明の高屈折率光学膜用分散液の組成分であるオリゴマーは、高屈折率微粒子の分散を
良好なものとし、かつ成膜後の光学膜表面硬度など、膜強度を向上させる役割を担ってい
る。このオリゴマーは、極性官能基および放射線または熱により硬化反応を起こす官能基
を分子内に有するものであり、分子量は３５０～２０００である。なお、分子量はゲルパ
ーミエーションクロマトグラフ（ＧＣＰ）法により測定した値で示す。
【００２６】
オリゴマーの分子骨格としては、上記のように放射線または熱により硬化反応を起こす官
能基を分子内に有する、いわゆる熱硬化性樹脂、ＵＶ、ＥＢ硬化型樹脂等が挙げられる。
このような熱硬化性樹脂またはＵＶ、ＥＢ硬化型樹脂の例としては、ポリスチレン樹脂、
スチレン共重合体、ポリカーボネート、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹
脂、ポリウレタン樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリアミン樹脂、尿素ホルムアルデヒ
ド樹脂等がある。
特に、環状グループ（芳香族、複素環式、脂環式等）を有するポリマーや、フッ素以外の
ハロゲン元素を含むポリマー、硫黄を含むポリマー等屈折率の高いポリマーを選択するの
が好ましい。
これらオリゴマーは、１種を単独で用いることも可能であるが、２種以上を併用すること
も可能である。
【００２７】
前記のように、オリゴマーの分子量は３５０～２０００が好適である。オリゴマーの分子
量が３５０よりも小さいと、極性官能基（例えば、スルホン酸塩基）の性質が相対的に大
きく影響し、有機溶媒に対して十分に溶解しないなどの弊害が生じる。２０００よりも大
きい場合には、高屈折率微粒子の分散性が低下して光学膜の光学特性が低下するほか、光
学膜の強度（表面硬度、引掻き強度等）が十分得られない。
【００２８】
また、オリゴマー分子に導入される極性官能基としては、前記分散液中の高屈折率微粒子
の凝集状態を抑制し分散性を向上させるものが有用であるが、このような例として、以下
に示すような官能基が好適である。
すなわち、－ＳＯ3Ｍ、－ＯＳＯ3Ｍ、－ＣＯＯＭ、Ｐ＝Ｏ（ＯＭ）2（ここで、式中Ｍは
、水素原子あるいは、リチウム、カリウム、ナトリウム等のアルカリ金属である。）で示
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される極性官能基、または３級アミン、もしくはＲ1（Ｒ2）（Ｒ3）ＮＨＸ（ここで、式
中Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3は、水素原子あるいは炭化水素基であり、Ｘは塩素、臭素、ヨウ素等の
ハロゲン元素イオン、または無機イオンもしくは有機イオンである。）で示される極性官
能基（４級アンモニウム塩）、または－ＯＨ、－ＳＨ、－ＣＮ、あるいはエポキシ基等の
極性官能基が挙げられる。これらの極性官能基の導入部位は主骨格の側鎖である。
【００２９】
上記のオリゴマーに含まれる極性官能基の量は、１０-2～１０-1ｍｏｌ／ｇである。官能
基がこれより少なすぎたり、多すぎる場合には、高屈折率微粒子の分散に対する効果が発
現せず、分散性低下などにつながる。
【００３０】
上記極性官能基を有するオリゴマーの含有量は分散液中の高屈折率微粒子粉末に対して５
～１００重量％（高屈折率微粒子粉末１００重量部に対してオリゴマー５～１００重量部
）である。
５重量％よりも少ないと、高屈折率微粒子粉末の分散性が悪化し、ヘイズが増加するほか
、微粒子の含有量が減じて屈折率が高められない。高屈折率の値は限定的なものではない
が、例えば屈折率として１．６５以上が一応の目安である。
一方、オリゴマーの含有量が１００重量％よりも多いと光学膜の強度（例えば硬度）が低
下するなどの問題が生ずる。
【００３１】
本発明の高屈折率光学膜用分散液には、屈折率の調整、硬度調整など光学膜の特性を変え
たり、加工性、生産性などを考慮して結合剤を添加・混合して用いることができる。分子
骨格としては、結合基を多く有する多官能ポリマー、またはモノマーが好ましい。例えば
、ペンタエリスリトールペンタアクリレートやジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
トなどが使用できる。
本発明におけるオリゴマーおよび結合剤の全量（総量）は、高屈折率微粒子粉末に対して
、３０～９５重量％（高屈折率微粒子粉末１００重量部に対してオリゴマーおよび結合剤
の総量３０～９５重量部）、好ましくは４０～６０重量％（高屈折率微粒子粉末１００重
量部に対してオリゴマーおよび結合剤の総量４０～６０重量部）である。
【００３２】
本発明の高屈折率光学膜用分散液の組成分である有機溶媒は、オリゴマーの溶解性が良好
で、高屈折率微粒子の分散の良いものから選択されるが、このような溶剤として、例えば
アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン
系溶媒、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、イソブチルアルコール等
のアルコール系溶媒、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、乳酸エチル
、エチレングリコールアセテート等のエステル系溶媒等が用いられる。
【００３３】
さらに、本発明の高屈折率光学膜用分散液には、高屈折率微粒子を高分散させるための分
散剤を用いることができる。このような分散剤として、ポリオール、アルカノールアミン
、アルキルスルホン酸塩、カップリング剤（例：チタンカップリング剤、シランカップリ
ング剤）等が挙げられる。
好ましいシランカップリング剤を、下記式（ａ）および（ｂ）に示す。
【００３４】
【化１】
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【００３５】
（式中、Ｒ0、Ｒ4およびＲ6は、それぞれ独立に、炭素原子数が１乃至１２のアルキル基
、炭素原子数が６乃至１０のアリール基、炭素原子数が２乃至１０のアルケニル基、炭素
原子数が２乃至１０のアルキニル基または炭素原子数が７乃至１０のアラルキル基であり
、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ5およびＲ7は、それぞれ独立に、炭素原子数が１乃至６のアルキル
基である。）
【００３６】
式（ａ）および式（ｂ）において、Ｒ0、Ｒ4およびＲ6は、アルキル基、アリール基、ア
ルケニル基またはアラルキル基であることが好ましく、アルキル基、アリール基またはア
ルケニル基であることがさらに好ましく、アルキル基またはアルケニル基であることが最
も好ましい。
【００３７】
前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基およびアラルキル基は、置換
基を有していてもよい。置換基の例としては、グリシジル基、グリシジルオキシ基、アル
コキシ基、ハロゲン原子、アシルオキシ基（例、アクリロイルオキシ、メタクリロイルオ
キシ）、メルカプト、アミノ、カルボキシル、シアノ、イソシアナトおよびアルケニルス
ルホニル基（例、ビニルスルホニル）が含まれる。
【００３８】
前記式（ａ）および式（ｂ）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ5およびＲ7は、アルキル基で
あることが好ましい。アルキル基は、置換基を有していてもよく、置換基の例として、ア
ルコキシ基が含まれる。
【００３９】
式（ａ）で示されるシランカップリング剤の例としては、メチルトリメトキシシラン、メ
チルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシエトキシシラン、メチルトリアセトキシシ
ラン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラ
ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラ
ン、ビニルトリメトキシエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエ
トキシシラン、フェニルトリアセトキシシラン、γ－クロロプロピルトリメトキシシラン
、γ－クロロプロピルトリエトキシシラン、γ－クロロプロピルトリアセトキシシラン、
３，３，３－トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシジルオキシプロピル
トリメトキシシラン、γ－グリシジルオキシプロピルトリエトキシシラン、γ－（β－グ
リシジルオキシエトキシ）プロピルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポシシシクロ
ヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチル
トリエトキシシラン、γ－アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタク
リロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、
γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β－（アミノエチル）－γ－アミノプ
ロピルトリメトキシシランおよびβ－シアノエチルトリエトキシシランが含まれる。なお
、前記のカップリング剤を二種類以上併用して用いてもよい。
【００４０】
さらにまた、上記式（ａ）および式（ｂ）で示されるシランカップリング剤に加えて、他
のシランカップリングを用いてもよい。
他のシランカップリング剤としては、オルトケイ酸のアルキルエステル（例、オルトケイ
酸メチル、オルトケイ酸エチル、オルトケイ酸ｎ－プロピル、オルトケイ酸ｉ－プロピル
、オルトケイ酸ｎ－ブチル、オルトケイ酸ｓｅｃ－ブチル、オルトケイ酸ｔ－ブチル）お
よびその加水分解物が含まれる。
【００４１】
分散剤であるカップリング剤を用いて高屈折率微粒子の表面を処理し、分散性を向上させ
る場合の処理方法としては、高屈折率微粒子分散液にカップリング剤を加えた後、分散物
を室温～６０℃程度の温度で数時間～１０日間程度放置することにより行うことができる
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。
【００４２】
上記表面処理反応を促進するため、無機酸（例：硫酸、塩酸、硝酸、クロム酸、次亜塩素
酸、ホウ酸、オルトケイ酸、リン酸、炭酸）、あるいは有機酸（例：酢酸、ポリアクリル
酸、ベンゼンスルホン酸、フェノール、ポリグルタミン酸）、または前記各酸の塩（例：
金属塩、アンモニウム塩）を分散液に添加してもよい。
【００４３】
本発明で用いられる高屈折率微粒子としては、Ｔｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｃｅ、Ｓｎ、Ｌａ、Ｉ
ｎ、Ｙ、Ｓｂ等の酸化物、または、Ｉｎ－Ｓｎ等の合金酸化物が挙げられる。例えば、Ｔ
ｉの酸化物の場合には光照射によって活性が増大する（触媒活性がある）ので、触媒活性
を抑えるためＡｌ、Ｚｒ等の元素が添加されることがあるが、これらの元素を適当量含有
したとしても、本発明の効果を妨げるものではない。本発明に用いる高屈折率粉末の比表
面積は、５５～８５ｍ2／ｇ、好ましくは、７５～８５ｍ2／ｇであることが望ましい。
比表面積が上記範囲にあると高屈折率微粒子の分散処理により、分散液を用いて調製され
た、いわゆる塗布液中における微粒子の粒度を１００ｎｍ以下に抑えることが可能となり
、ヘイズのない光透過率の優れた光学膜を得ることが可能となる。
【００４４】
本発明の高屈折率光学膜は、屈折率など所望とする特性に合わせて前記高屈折率光学膜用
分散液に結合剤や分散剤などを添加・混合して調製した塗布液をレンズあるいはディスプ
レイ等の光学支持体（基板）上に塗布、硬化させて形成することができる。
基板としては、透明なフィルムや板（ガラス板、アクリル板、メタクリルスチレン板、ポ
リカーボネート板）、あるいはレンズ等、光学特性を満足する材質や形状ものであれば、
何れのものでも構わない。
【００４５】
透明フィルム用の材料としては、例えばセルロース誘導体、（メタ）アクリル系樹脂、ポ
リカーボネート系樹脂、熱硬化性（メタ）アクリル系樹脂、ポリエステルなどが用いられ
る。
【００４６】
上記セルロース誘導体としては、例えばジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース
（ＴＡＣ ）、プロピオニルセルロース、ブチリルセルロース、アセチルプロピオニルセ
ルロースおよびニトロセルロースなどがある。
【００４７】
また、（メタ）アクリル系樹脂としては、例えばポリメチルメタアクリレート、メチルメ
タクリレートと他のアルキル（メタ）アクリレートあるいはビニルモノマー（スチレン等
）との共重合体などが用いられる。
【００４８】
ポリカーボネート系樹脂としては、例えばポリカーボネート、ジエチレングリコールビス
アリルカーボネート（ＣＲ－３９）などが用いられる。
【００４９】
熱硬化性（メタ）アクリル系樹脂としては、例えば（臭素化）ビスフェノールＡ 型のジ
（メタ）アクリレートの単独重合体ないし共重合体、あるいは（臭素化）ビスフェノール
Ａ のモノ（メタ）アクリレートのウレタン変性モノマー重合体および共重合体などが用
いられる。
【００５０】
ポリエステルとしては、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート
、あるいは不飽和ポリエステルが用いられる。
その他に、アクリロニトリル－スチレン共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、エポ
キシ樹脂なども用いられる。
【００５１】
また、耐熱性を考慮した芳香族ポリアミド樹脂（アラミド系樹脂）の使用も可能である。
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この場合には加熱温度の上限が２００℃以上となり、その使用可能温度範囲が拡大する。
【００５２】
プラスチックフィルム基材は、前記樹脂を伸延あるいは溶剤に希釈後フィルム状に成膜し
て乾燥するなどの方法により得ることができ、厚さは通常２５ミクロン～５００ミクロン
程度である。
【００５３】
次に、レンズ形状の基材を使用する場合、その表面形状に制限はなく、球面状、非球面状
のいずれの形状であっても構わない。また、従来用いられている他のレンズと組合せて用
いることもできる。
前述のように光学レンズは、メガネ、顕微鏡、望遠鏡、拡大鏡、プロジェクション機器類
、カメラ、ＣＤを主とした光メモリー用または読み取り用の対物レンズなど広い応用分野
で用いられており、それらの用途に合わせて基材が選択される。
【００５４】
また、基材としてプラスチックを用いる場合には、その表面をハードコートなどの被膜材
料で被覆したものであってもよい。このハードコート処理を施すことによって、表面の付
着性、硬度、耐薬品性、耐久性、染色性などの諸物性を向上させることが可能である。
【００５５】
上記のような表面硬度向上のため、従来プラスチックの表面高硬度化被膜として知られて
いる各種の公知材料（例えば、特公昭５０－２８０９２号公報、特公昭５０－２８４４６
号公報、特公昭５１－２４３６８号公報、特開昭５２－１１２６９８号公報、特公昭５７
－２７３５号公報に開示）を用いることができる。
また、（メタ）アクリル酸エステルとペンタエリスリトールなどの架橋剤を含有したアク
リル系架橋物や、オルガノポリシロキサン系樹脂などであってもよい。上記材料は、単独
あるいは適宜組合せて用いることができる。
【００５６】
基材として用いられる透明フィルム、ガラス板、アクリル板等の屈折率は、１．４０ ～
１ ．５５が好ましい。透明支持体にアンチグレア機能をもたせたものを用いてもよい。
これら基材のヘイズは８％以下が好ましく、透過率は８０％以上が好ましい。
【００５７】
基材には、下塗り層を設けるのが好ましい。透明基材表面処理として設けられる下塗り層
は、オルガノアルコキシメタル化合物やポリエステル、アクリル変性ポリエステル、ポリ
ウレタンが挙げられる。また、コロナ放電、ＵＶ照射処理を行うのが好ましい。これによ
って、高屈折率光学膜が強固に結合すると共に良好な膜特性、光学特性が得られる。
【００５８】
上記光学レンズあるいはディスプレイ用等の基材表面に、本発明の分散液を用いて光学膜
を形成するが、前述のように適用用途に応じて、例えば屈折率、透明性、膜強度などを調
節するため、前記分散剤や結合剤を適宜添加・混合して塗布液とし、調製した塗布液を、
基材に塗布し、硬化して高屈折率光学膜を設けることができる。
【００５９】
なお、上記塗布液の調製に用いられる溶剤としては、前記有機溶媒（ケトン系溶媒、アル
コール系溶媒、エステル系溶媒等）が用いられる。これら有機溶媒は必ずしも１００％純
粋である必要はなく、異性体、未反応物、分解物、酸化物、水分等の不純成分が２０％以
下であれば含まれていても構わない。
【００６０】
上記塗布液の調製は通常、分散液の調整における添加、混合、分散の各工程、および分散
剤の添加、混合、結合剤の添加、混合など必要に応じて設けた各工程によって行われる。
しかし、塗布液の調製は上記工程に限られるものではなく、例えば高屈折率微粒子、オリ
ゴマー、有機溶媒、分散剤、結合剤など各組成分原料は、何れの工程の最初または途中で
添加・混合しても構わない。また、各組成分原料を２つ以上の工程で分割して添加しても
構わない。混合（含む混練）および分散には、アジター、ペイントシェーカー等、従来公
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知の装置を用いて行うことができる。
【００６１】
このようにして調製された塗布液は、従来の公知塗布方式、例えばディッピング塗布、グ
ラビア塗布、ロール塗布、ブレード塗布、ダイコーティング等の各種方式によって塗布さ
れる。そして、基材に塗布された塗布膜は、加熱または放射線（ＵＶ硬化、ＥＢ硬化）に
より硬化されて高屈折率光学膜を形成する。
【００６２】
本発明の高屈折率光学膜用分散液を用いて作製した高屈折率光学膜中の高屈折率微粒子は
、体積比率で１～４０ｖｏｌ％の範囲にあることが好適である。
１ｖｏｌ％よりも少ないと屈折率が高くならない。また、４０ｖｏｌ％よりも大きいと分
散性が悪くなり逆に膜強度が低下する傾向がある。すなわち、光学膜中における高屈折率
微粒子の体積を１～４０ｖｏｌ％に調製することによって、高屈折率、良好な光透過性、
高膜硬度が得られる。
【００６３】
また、高屈折率光学膜用分散液に結合剤を添加・混合した塗布液を用いて作製した高屈折
率光学膜中のオリゴマーの含有量は、該オリゴマーと結合剤との総量に対して、体積比率
で３～８０ｖｏｌ％であることが好適である。
３ｖｏｌ％より少ないと高屈折率微粒子の分散が悪くなり含有量が増やせないため高屈折
率が得られない。また、８０ｖｏｌ％よりも多くなると膜硬度が低下する。すなわち、オ
リゴマーの含有量をオリゴマーと結合剤との総量に対して３～８０ｖｏｌ％とすることに
よって、屈折率と光学膜強度とのバランスが良好に維持される。
【００６４】
【実施例】
　以下、実施例および参考例により本発明を更に詳細に説明する。ただし、本発明はなん
ら実施例に限定されるものではない。また実施例７および実施例１５は参考例である。
【００６５】
実施例１
高屈折率微粒子としてＴｉＯ2微粒子（石原産業株式会社製：平均粒径約２０ｎｍ、屈折
率２．４８）を、オリゴマーとして（ＳＯ3Ｎａ極性官能基含有ウレタンアクリレート（
数平均分子量：１０００、ＳＯ3Ｎａ濃度：１×１０-1 ｍｏｌ／ｇ）を、分散剤としてア
ルキルスルホン酸塩を、溶媒としてメチルイソブチルケトン、メチルエチルケトンおよび
シクロヘキサノンをそれぞれ用いて、下記分散液組成（１）に従って混合し、アジターで
分散処理を行い分散液（１）を得た。
【００６６】
＜分散液組成（１）＞
ＴｉＯ2微粒子　　　　　　　　　　１００重量部
オリゴマー　　　　　　　　　　　　１８重量部
分散剤　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
メチルイソブチルケトン　　　　４８００重量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　１７重量部
シクロヘキサノン　　　　　　　　　１１重量部
【００６７】
上記で得た分散液（１）を採取し、分散液（１）中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度
分布を粒度分布計（UPA）で測定した。結果を各組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
なお、粒度分布は後方散乱光によるレーザドップラー法により得られたもので、表中の粒
度分布の数字は、Ｄ１０、Ｄ５０およびＤ９０（累積粒度分布の値がそれぞれ１０％、５
０％および９０％である場合）におけるＴｉＯ2微粒子の平均粒度を示している。
【００６８】
次に、前記で得た分散液（１）に、結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（ジペン
タエリスリトールヘキサアクリレート／ペンタエリスリトールペンタアクリレート：日本
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化薬株式会社製）を分散液（１）中のＴｉＯ2微粒子１００重量部に対して１９重量部を
添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布液（１）を調製した。
上記で得られた塗布液（１）を、予めポリエステル下塗り層を表面に設けたＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート)製透明基材の上、すなわちポリエステル下塗り層上に、ディッ
ピング法によって塗布した。塗布後、８０℃で乾燥し、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)
を行って所定膜厚（１００ｎｍ）の高屈折率光学膜（１）を形成した。
【００６９】
形成した高屈折率光学膜（１）の反射、透過特性、膜屈折率を、分光光度計（ＪＡＳＣＯ
　Ｖ－５６０型）、フィルメトリックス（松下インターテクノ株式会社製）で測定した。
また、膜強度に関しては、鉛筆硬度測定(ＪＩＳ規格参照)により測定した。
評価により得られたヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度（鉛筆硬度）に関する結果
を、高屈折率光学膜（１）の諸元と併せ下記表２に示す。
【００７０】
実施例２～３
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの分子量１０００を、３５０（実施例
２）および２０００（実施例３）とした他は、実施例１と同様の組成および配合量で混合
し、アジターで分散処理を行い分散液（２）、分散液（３）を得た。
上記で得た分散液（２）、分散液（３）を採取し、それぞれの分散液中に分散しているＴ
ｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併せ
て下記表１に示す。
【００７１】
次いで、分散液（２）、分散液（３）それぞれに、実施例１に示したと同様にして、結合
剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を各分散液中のＴｉＯ2

微粒子１００重量部に対して１９重量部となる配合量で添加し、攪拌機にて均一に攪拌混
合処理を行って塗布液（２）および塗布液（３）を調製した。
【００７２】
上記で得られた塗布液（２）および塗布液（３）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチ
レンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッピン
グ法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜
厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（２）および高屈折率光学膜（３）を形成した。
【００７３】
形成した高屈折率光学膜（２）および高屈折率光学膜（３）それぞれの反射、透過特性、
膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。なお、鉛
筆硬度はＪＩＳ－Ｋ－５４００の規定に基づいて測定した。
【００７４】
実施例４～６
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの添加量１８重量部を、８０重量部（
実施例４）、５重量部（実施例５）、１００重量部（実施例６）とした他は、実施例１と
同様の組成および配合量で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（４）、分散液（５
）および分散液（６）を得た。
上記で得た分散液（４）、分散液（５）および分散液（６）を採取し、それぞれの分散液
中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各
組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
【００７５】
次いで、分散液（４）、分散液（５）および分散液（６）それぞれに、実施例１に示した
と同様にして、結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を下
記表２に示すオリゴマー比（オリゴマー／（オリゴマー＋結合剤）：体積比）および高屈
折率微粒子含有率（膜中の体積比）となる配合量で添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処
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理を行って塗布液（４）、塗布液（５）および塗布液（６）を調製した。
【００７６】
上記で得られた塗布液（４）、塗布液（５）および塗布液（６）を、実施例１と同様にＰ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上
に、ディッピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃ
ｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（４）、高屈折率光学膜（５）および高屈
折率光学膜（６）を形成した。
【００７７】
形成した高屈折率光学膜（４）、高屈折率光学膜（５）および高屈折率光学膜（６）それ
ぞれの反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。なお、鉛
筆硬度はＪＩＳ－Ｋ－５４００の規定に基づいて測定した。
【００７８】
実施例７
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの結合基をアクリルからヒドロキシル
に変えた他は、実施例１と同様の組成および配合量で混合し、アジターで分散処理を行い
分散液（７）を得た。
上記で得た分散液（７）を採取し、分散液中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度分布を
実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
【００７９】
次いで、分散液（７）に、実施例１に示したと同様にして、結合剤としてＵＶ硬化性樹脂
であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を分散液（７）中のＴｉＯ2微粒子１００重量部
に対して１９重量部となるように添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布液
（７）を調製した。
【００８０】
上記で得られた塗布液（７）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート
)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッピング法によって塗布し
、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高屈
折率光学膜（７）を形成した。
【００８１】
形成した高屈折率光学膜（７）の反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と
同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜（７）のヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度（
鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。
【００８２】
実施例８～１４
実施例１と同様の組成分で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（８）（実施例８）
～分散液（１４）（実施例１４）を得た。
上記で得た分散液（８）～分散液（１４）を採取し、それぞれの分散液中に分散している
ＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併
せて下記表１に示す。
【００８３】
次いで、それぞれの分散液（８）～分散液（１４）に、結合剤（前記ＵＶ硬化性樹脂のＤ
ＰＨＡ（日本化薬株式会社製））を、添加量を変えて添加し攪拌機にて均一に攪拌混合処
理を行って塗布液（８）～塗布液（１４）を調製した。なお、結合剤の添加量は、それぞ
れの分散液中のＴｉＯ2微粒子１００重量部に対して、２５００重量部（実施例８）、１
２０重量部（実施例９）、０．８７重量部（実施例１０）、４２重量部（実施例１１）、
７０重量部（実施例１２）、１２重量部（実施例１３）、６重量部（実施例１４）として
調整した。
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【００８４】
上記で得られた塗布液（８）～塗布液（１４）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチレ
ンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッピング
法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜厚
１００ｎｍの高屈折率光学膜（８）～高屈折率光学膜（１４）を形成した。
【００８５】
形成した高屈折率光学膜（８）～高屈折率光学膜（１４）それぞれの反射、透過特性、膜
屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。
【００８６】
実施例１５
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの種類をポリウレタンからポリエステ
ルに変えた他は、実施例１と同様の組成および配合量で混合し、アジターで分散処理を行
い分散液（１５）を得た。
上記で得た分散液（１５）を採取し、分散液中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度分布
を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
【００８７】
次いで、分散液（１５）に、実施例１に示したと同様にして、結合剤としてＵＶ硬化性樹
脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を分散液（１５）中のＴｉＯ2微粒子１００重
量部に対して１９重量部となるように添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗
布液（１５）を調製した。
【００８８】
上記で得られた塗布液（１５）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラー
ト)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッピング法によって塗布
し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高
屈折率光学膜（１６）を形成した。
【００８９】
形成した高屈折率光学膜（１５）の反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１
と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜（１５）のヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。
【００９０】
実施例１６～１８
実施例１の分散液（１）の組成分である高屈折率微粒子（ＴｉＯ2）の表面を無処理から
Ｓｂ2Ｏ3（ＡＴＯ）処理（実施例１６）、ＺｒＯ2処理（実施例１７）あるいはＡｌ2Ｏ3

処理（実施例１８）に変えた他は、実施例１と同様の組成および配合量で混合し、アジタ
ーで分散処理を行い分散液（１６）、分散液（１７）および分散液（１８）を得た。
上記で得た分散液（１６）、分散液（１７）および分散液（１８）を採取し、それぞれの
分散液中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結
果を各組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
【００９１】
次いで、分散液（１６）、分散液（１７）および分散液（１８）それぞれに、実施例１に
示したと同様にして、結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製
）を各分散液中のＴｉＯ2微粒子１００重量部に対して１９重量部となる配合量で添加し
、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布液（１６）、塗布液（１７）および塗布液
（１８）を調製した。
【００９２】
上記で得られた塗布液（１６）、塗布液（１７）および塗布液（１８）を、実施例１と同
様にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗
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り層上に、ディッピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍ
Ｊ／ｃｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（１６）、高屈折率光学膜（１７）
および高屈折率光学膜（１８）を形成した。
【００９３】
形成した高屈折率光学膜（１６）、高屈折率光学膜（１７）および高屈折率光学膜（１８
）それぞれの反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した
。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。
【００９４】
実施例１９
実施例１と同様の組成分で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（１９）を得た。
上記で得た分散液（１９）を採取し、分散液中に分散しているＴｉＯ2微粒子の粒度分布
を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併せて下記表１に示す。
【００９５】
次いで、分散液（１９）に、前記結合剤のＵＶ硬化性アクリレート化合物（官能基数６）
を官能基数３のＵＶ硬化性アクリレート化合物に変えたほかは、実施例１に示したと同様
にして、分散液（１９）中のＴｉＯ2微粒子１００重量部に対して１９重量部となるよう
に添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布液（１９）を調製した。
【００９６】
上記で得られた塗布液（１９）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラー
ト)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッピング法によって塗布
し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高
屈折率光学膜（１９）を形成した。
【００９７】
形成した高屈折率光学膜（１９）の反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１
と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜（１９）のヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表２に示す。
【００９８】
参考例１～２
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの分子量１０００を、３３５（参考例
１）および２１００（参考例２）とした他は、実施例１と同様の組成および配合量で混合
し、アジターで分散処理を行い分散液（２０）、分散液（２１）を得た。
上記で得た分散液（２０）、分散液（２１）を採取し、それぞれの分散液中に分散してい
るＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と
併せて下記表３に示す。
【００９９】
次いで、分散液（２０）、分散液（２１）それぞれに、実施例１に示したと同様にして、
結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を各分散液中のＴｉ
Ｏ2微粒子１００重量部に対して１９重量部となる配合量で添加し、攪拌機にて均一に攪
拌混合処理を行って塗布液（２０）および塗布液（２１）を調製した。
【０１００】
上記で得られた塗布液（２０）および塗布液（２１）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッ
ピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行っ
て膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（２０）および高屈折率光学膜（２１）を形成した。
【０１０１】
形成した高屈折率光学膜（２０）および高屈折率光学膜（２１）それぞれの反射、透過特
性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
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評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表４に示す。
【０１０２】
参考例３～４
実施例１の分散液（１）の組成分であるオリゴマーの添加量を１８重量部から３重量部（
参考例３）および１１０重量部（参考例４）とした他は、実施例１と同様の組成および配
合量で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（２２）、分散液（２３）を得た。
上記で得た分散液（２２）、分散液（２３）を採取し、それぞれの分散液中に分散してい
るＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と
併せて下記表３に示す。
【０１０３】
次いで、分散液（２２）、分散液（２３）それぞれに、実施例１に示したと同様にして、
結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を下記表４に示すオ
リゴマー比（オリゴマー／（オリゴマー＋結合剤）：体積比）および高屈折率微粒子含有
率（膜中の体積比）となる配合量で添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布
液（２２）および塗布液（２３）を調製した。
【０１０４】
上記で得られた塗布液（２２）および塗布液（２３）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッ
ピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行っ
て膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（２２）および高屈折率光学膜（２３）を形成した。
【０１０５】
形成した高屈折率光学膜（２２）および高屈折率光学膜（２３）それぞれの反射、透過特
性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ表４に示す。
【０１０６】
参考例５
実施例１と同様の組成分で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（２４）を得た。
上記で得た分散液（２４）を採取し、それぞれの分散液中に分散しているＴｉＯ2微粒子
の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と併せて下記表３に
示す。
【０１０７】
本実施例では、上記分散液（２４）に結合剤を添加せずに塗布液（２４）を調整して、実
施例１と同様にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエ
ステル下塗り層上に、ディッピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(
１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行って膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（２４）を形成した。
【０１０８】
形成した高屈折率光学膜（２４）の反射、透過特性、膜屈折率、および膜強度を実施例１
と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表４に示す。
【０１０９】
参考例６～７
実施例１と同様の組成および配合量で混合し、アジターで分散処理を行い分散液（２５）
、分散液（２６）を得た。
上記で得た分散液（２５）、分散液（２６）をそれぞれ採取し、各分散液中に分散してい
るＴｉＯ2微粒子の粒度分布を実施例１と同様にして測定した。結果を各組成分の諸元と
併せて下記表３に示す。
【０１１０】
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次いで、分散液（２５）、分散液（２６）それぞれに、実施例１に示したと同様にして、
結合剤としてＵＶ硬化性樹脂であるＤＰＨＡ（日本化薬株式会社製）を下記表４に示すオ
リゴマー比（オリゴマー／（オリゴマー＋結合剤）：体積比）および高屈折率微粒子含有
率（膜中の体積比）となる配合量で添加し、攪拌機にて均一に攪拌混合処理を行って塗布
液（２５）および塗布液（２６）を調製した。
【０１１１】
上記で得られた塗布液（２５）および塗布液（２６）を、実施例１と同様にＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート)製透明基材上に設けられたポリエステル下塗り層上に、ディッ
ピング法によって塗布し、８０℃で乾燥した後、ＵＶ硬化(１０００ｍＪ／ｃｍ2)を行っ
て膜厚１００ｎｍの高屈折率光学膜（２５）および高屈折率光学膜（２６）を形成した。
【０１１２】
形成した高屈折率光学膜（２５）および高屈折率光学膜（２６）それぞれの反射、透過特
性、膜屈折率、および膜強度を実施例１と同様にして測定した。
評価により得られた高屈折率光学膜それぞれのヘイズ（５５０ｎｍ）、膜屈折率、膜強度
（鉛筆硬度）に関する結果を、各高屈折率光学膜の諸元と併せ下記表４に示す。
【０１１３】
【表１】
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【０１１４】
【表２】
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【０１１５】
【表３】
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【０１１６】
【表４】
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【０１１７】
以上の結果から、本発明の高屈折率光学膜用分散液の組成分であるオリゴマーの分子量を
３５０～２０００とし、また、オリゴマーの含有量を高屈折率微粒子粉末に対して５～１
００重量％とすることにより、高屈折率微粒子の凝集を抑制して分散性も良くなり、光学
膜のヘイズも少なく透明性も良好となる。また、膜強度（硬度）も良好となる。
【０１１８】
これに対して、分子量が３３５の場合（比較例１）では、分散粒径が大きくなり、光学膜
が白濁する。そのため、ヘイズも大きくなり透明性が損なわれる。また、分子量が２１０
０の場合（比較例２）では、十分な膜強度（硬度）が得られない。なお、分子量が小さく
なると有機溶媒に溶解しにくくなる傾向がある。
同様に、オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末に対して３重量％の場合（比較例３）
では、分散性が悪く分散粒径が大きくなり光学膜が白濁し、ヘイズも大きくなり透明性が
失われる。また、オリゴマーの含有量が高屈折率微粒子粉末に対して１１０重量％の場合
（比較例４）では、屈折率が大きくならない。
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【０１１９】
次に、本発明の高屈折率光学膜用分散液を用いて作製した高屈折率光学膜におけるオリゴ
マーの含有量を、オリゴマーと結合剤との総量に対して体積比率で３～８０ｖｏｌ％とし
、また高屈折率微粒子の体積を１～４０ｖｏｌ％の範囲とすると、高屈折率微粒子は均一
に分散されヘイズが少なく良好な透明性を示すと共に、所望の光屈折率（高屈折率）で膜
強度の強い、光学膜が得られる。
【０１２０】
これに対してオリゴマーの体積比率が上記範囲よりも少な過ぎる（参考例６）と、高屈折
率微粒子が均一に分散されにくくなり、相対的に微粒子の含有量が減るため膜屈折率が高
くならない。一方、多過ぎると（参考例７）、膜強度が低下する。また、高屈折率微粒子
の含有率が上記範囲よりも少ないと膜屈折率が高くならず、他方多過ぎると（参考例５）
膜強度は低くなる。
【０１２１】
実施例７のオリゴマーの結合基をアクリルからヒドロキシルに変えた場合、あるいは実施
例１５のオリゴマーの種類をポリウレタンからポリエステルに変えた場合、または実施例
１６～１８の高屈折率微粒子表面に異種金属酸化物の被着がある場合にも、分散液および
結合剤を前記本発明の各組成分の処方範囲で調整することにより、高屈折率微粒子は均一
に分散され、ヘイズが少なく透明性が良好で膜強度が強く高屈折率の光学膜が得られる。
【０１２２】
【発明の効果】
本発明の高屈折率微粒子と、有機溶媒と、極性官能基および放射線または熱により硬化反
応を起こす官能基を分子内に有するオリゴマーとを含有した高屈折率光学膜用分散液によ
り、高光透過性と高屈折率を達成すると共に、優れた成形性や加工性あるいは量生産性を
実現し、さらに高屈折率光学膜用分散液を用いて形成した光学膜はヘイズが少なく透明性
が良好であり、膜強度が強く耐衝撃性や耐傷性があり、レンズやディスプレイ等用として
好適な光学用材料を提供することができる。
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