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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２個の透明なポリカーボネート層と、該２個の透明なポリカーボネート層間に介在するフ
ォトクロミック特性を有する樹脂層、及び偏光特性を有する樹脂層と、該偏光特性を有す
る樹脂層と透明な該ポリカーボネート層を接着する接着材層とを有する偏光特性とフォト
クロミック特性を併せ持ち、該フォトクロミック特性を有する樹脂層が該透明なポリカー
ボネート層と偏光特性を有する樹脂層とを接着するものであって、ジイソシアネート及び
ポリオールから得られたポリウレタンにフォトクロミック色素を添加し該透明なポリカー
ボネート層の一方、及びまたは該偏光特性を有する層にラミネートした後硬化させてなる
ものであり、該透明なポリカーボネート層が、厚みが１００μｍ以上で、レターデーショ
ン値が３０００ｎｍ以上であることを特徴とする合成樹脂積層体。
【請求項２】
前記フォトクロミック特性を有する樹脂層の厚みが、１００μｍ以上２５０μｍ以下であ
る請求項１記載の合成樹脂積層体。
【請求項３】
前記フォトクロミック特性を有する樹脂層が、フォトクロミック色素を含有し、且つポリ
ウレタンプレポリマーと硬化剤の反応により成る２液型ポリウレタンであることを特徴と
する請求項１に記載の合成樹脂積層体。
【請求項４】
前記ポリウレタンプレポリマーがジイソシアネートとポリオールから得られる両末端にイ
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ソシアネート基を有する化合物であることを特徴とする請求項３に記載の合成樹脂積層体
。
【請求項５】
前記ポリウレタンプレポリマーが、数平均分子量５００～５０００であるプレポリマーと
数平均分子量５００～５０００の硬化剤から誘導された化合物である請求項３に記載の合
成樹脂積層体。
【請求項６】
前記ポリウレタンプレポリマーが、ジフェニルメタン－４，４′－ジイソシアネートとポ
リプロピレングリコールから誘導された両末端にイソシアネート基を有する化合物である
請求項４記載の合成樹脂積層体。
【請求項７】
前記硬化剤がジイソシアネートとポリオールから得られる少なくとも両末端に水酸基を有
する化合物であることを特徴とする請求項３記載の合成樹脂積層体。
【請求項８】
前記硬化剤がトリレンジイソシアネートとポリプロピレングリコールから誘導された少な
くとも両末端に水酸基を有する化合物である請求項７に記載の合成樹脂積層体。
【請求項９】
前記２液型ポリウレタンに、ヒンダードアミン化合物および／またはヒンダードフェノー
ル化合物を添加された請求項３に記載の合成樹脂積層体。
【請求項１０】
前記偏光特性を有する樹脂層が、２色性色素を用いて耐熱性を向上させた偏光フィルムを
使用する請求項１に記載の合成樹脂積層体。
【請求項１１】
請求項１に記載の合成樹脂積層体が、真空成型加工により曲面形状に賦形されてなる成形
品。
【請求項１２】
請求項１に記載の合成樹脂積層体が、射出成形加工により透明樹脂に合着されてなる成形
品。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、偏光性とフォトクロミック性の両特性を併せ持つ合成樹脂積層体に関する。特
にスポーツ用ゴーグル、サングラス等の防眩用途に使用され、優れた外観性、光学特性を
有するとともに、その製造並びに加工が容易な合成樹脂積層体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
偏光特性を有するスポーツ用ゴーグルやサングラスは反射光のカット特性に優れるため、
マリンスポーツ、スキー、釣り等のアウトドアーでの活動での有用性が広く認識されるよ
うになり、その需要は最近急激な伸びを示している。特にポリカーボネート製の場合は耐
衝撃性に優れるためにその傾向が顕著である。
【０００３】
一方、優れたフォトクロミック色素の開発が急速に進んでいるのに伴って、周囲の明るさ
に応じて透過率が変化するプラスチックス製フォトクロミックサングラスの特性の改善も
著しく、やはり急速に人気を得つつある。
【０００４】
しかしながら、周囲の明るさに応じて透過率が変化するとともに、反射光を優先的にカッ
トするような機能を同時に有する合成樹脂製の防眩材料は、アイデアは提案されてもいま
だに実用化されていないのが現状である。
【０００５】
これは要求される特性を満たす為の防眩材料の具体的な構成がアイデアとして提案されて
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も、それを製造するための具体的な方法が実用性にとぼしかったり、製造プロセスとして
実用性の高いものを選ぶと得られる製品の特性が不充分であったりしたためである。
【０００６】
例えば特公平７－９４１５４に記載のようなポリカーボネートレンズの製造において、用
いるポリカーボネートシートを製造する際にフォトクロミック色素を含有させるような方
法では応答速度、コントラストともに不充分なレンズしか得られない。ポリカーボネート
以外の樹脂であっても防眩材料として使用が可能な強度を有するシートにおいては、練り
こみの際にフォトクロミック色素の劣化が起きたり、練りこみが厄介であったり、得られ
る製品のコントラストや応答速度が遅い等の問題があるのが通常である。
【０００７】
また、特公平７－９４１５４の方法で得られるような偏光レンズの表面層をフォトクロミ
ック色素含有樹脂でコーティングする方法も考えられるが、採用できるコ－ティング層の
厚みに限界があるためにコントラストの良いレンズとするのは困難である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、偏光性とフォトクロミック性に優れた特性を有し、加工性が容易な防眩材料用
の合成樹脂積層体を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、さまざまな方法に関して試行錯誤的な検討を進めた結果、２個の透明な合
成樹脂積層体にフォトクロミック性を有する樹脂層と偏光特性を有する樹脂層を介在させ
た積層体は、偏光特性、フォトクロミック特性に優れるのみならず、曲面加工や射出成形
の加工も容易にできることを見出すとともに、この積層体は非常に単純な方法で製造可能
であることも明らかにし、本発明を完成させたものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明は、２個の透明な合成樹脂層と、該２個の透明な合成樹脂層間に介在するフォトク
ロミック特性を有する樹脂層、及び偏光特性を有する樹脂層と、該偏光特性を有する樹脂
層と透明な該合成樹脂層を接着する接着材層とを有する偏光特性とフォトクロミック特性
を併せ持ち、該２個の透明な合成樹脂層の内、フォトクロミック特性を有する樹脂層と接
する透明な合成樹脂層が、厚みが５０μｍ以上で、レターデーション値が１５０ｎｍ以下
、又は３０００ｎｍ以上であることを特徴とする合成樹脂積層体である。
【００１１】
本発明に使用する透明な合成樹脂はポリカーボネート樹脂が好ましいが、耐衝撃性に優れ
透明性に優れた強度のある樹脂であればポリカーボネートと同様に使用可能である。
【００１２】
また、フォトクロミック特性を有する樹脂層は、フォトクロミック色素を含有するウレタ
ン系樹脂層であることが好ましい。
上記偏光特性を有する樹脂層は、偏光フィルムであることが好ましい。
【００１３】
図１の（Ａ）は透明な合成樹脂層（以下（Ａ）と言う）、（Ｂ）はフォトクロミック特性
を有する樹脂層（以下（Ｂ）と言う）、（Ｃ）は偏光特性を有する樹脂層（以下（Ｃ）と
言う）、（Ｄ）は接着材層（以下（Ｄ）と言う）及び（Ｅ）は透明な合成樹脂層（以下（
Ｅ）と言う）である。
【００１４】
本発明の合成樹脂積層体がサングラスやスポーツ用ゴーグル等の防眩材として使用される
場合、（Ａ）側が外側で、（Ｅ）側が内側として使用される。例えば、本発明の合成樹脂
積層体が適用されたサングラスの使用者は、サングラスのレンズ内側の（Ｅ）側から外側
の（Ａ）側を通して対象物を見ることになる。
また、曲面加工する場合には（Ａ）が凸側、（Ｅ）が凹側になるよう加工される。更にま
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た、該積層体に射出成形法等により、別の透明な樹脂を一体成形される場合（平板状であ
るか曲面加工後であるかを問わず）には、射出成形で、該積層体に合着される樹脂のＵＶ
吸収が低く透明な場合には（Ａ）側からでも、（Ｅ）側からでもかまわないが、合着され
る樹脂にＵＶ吸収剤や色素等の添加材が含まれる場合には（Ｅ）側からの方が望ましい。
【００１５】
これら（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、及び（Ｅ）の成分、濃度、厚みの組み合わせを
後で述べるような組み合わせとした場合に光学特性が優れて、尚且つ曲面加工や射出成形
が可能なものとなるわけであるが、まず各々の層について説明する。
【００１６】
（Ａ）は、厚みが５０μｍ以上でレターデーション値（以下、Ｒe と言う）が１５０ｎｍ
以下、又は３０００ｎｍ以上であることが好ましく、実質的には、波長が３５０ｎｍ以上
の光を透過するシートであることが好ましい。
本発明において、合成樹脂層のレターデーション値（ｎｍ）は、下記の式によって定義さ
れた値である。
レターデーション値（Ｒｅ）（ｎｍ）＝Δｎ×ｄ
ここで、Δｎは合成樹脂層の複屈折であり、ｄは該合成樹脂層の厚み（ｎｍ）である。
上記範囲外のＲｅでは、防眩材として使用されたときに着色干渉縞が発生し好ましくない
。
（Ａ）として、ポリカーボネートが用いられる場合には、厚みが５０～２００μｍで、且
つＲe が１５０ｎｍ以下、あるいは厚み３００μｍ～１ｍｍで、且つＲe が３０００ｎｍ
以上であることが要求される。この範囲以外では、下記のいずれかの問題が発生する。
（１）曲面状に加工すると干渉模様が観察されるようになる。
（２）充分な強度がでない。
（３）外観性の良好な加工品を得られない。
（４）射出成型の際に偏光特性が損なわれる。
（５）原材料の入手が困難で実際的ではない。
本発明における前記レターデーション値を有するポリカーボネートは、例えば下記の方法
によって、製造できる。
即ち、レターデーション値が１５０ｎｍ以下のシートは、キャスティング法あるいは無延
伸押出法によって製造することができる。また、レターデーション値が３０００ｎｍ以上
のシートは、押出し法によってシート化し、ガラス転移点より若干高い温度（例えば約１
４０～約１８０℃）に加熱しながら、実質的に一方向に延伸することにより製造できる。
この場合、延伸倍率はレターデーション値に影響を与える。
【００１７】
（Ｂ）は、フォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層であることが好ましい。厚
みは、１００～２５０μｍであることが好ましい。厚み範囲がこの範囲を下まわる場合、
紫外線が照射された際、発色が不十分でコントラストが低くなる。また、厚みがこの範囲
を越える場合は、コントラストは充分であるが、非常に高価なフォトクロミック色素を多
量に使用するため、経済性が悪くなる。フォトクロミック色素はウレタン系樹脂層との相
溶性を有するものであれば特に限定されないが、スピロピラン系化合物、スピロオキサジ
ン系化合物及びナフトピラン系化合物が好ましい。
【００１８】
フォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層の形成法にも、下記のようなさまざま
な方法が適用可能である。
（１）溶剤にポリウレタン樹脂、フォトクロミック色素を溶解させ、該溶液を（Ａ）また
は（Ｃ）に塗布した後に溶剤を揮散させ、（Ｃ）または（Ａ）と加熱下で貼り合わせる方
法。
（２）フォトクロミック色素が練りこまれたポリウレタン樹脂を、透明な樹脂板の上に厚
みが一定になるよう加熱融着させる。
（３）ポリウレタンプレポリマーにフォトクロミック色素及び硬化剤を溶解させた樹脂液
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を（Ａ）または（Ｃ）に塗布し、溶剤を揮散させた（溶剤を含む場合）後、その面を（Ｃ
）または（Ａ）と貼り合わせ、その後硬化させる方法。
これらどの方法も原理的には採用可能である。
【００１９】
（Ｄ）は、通常のＰＣフィルムと偏光フィルムの貼り合わせに用いられる接着剤ならばど
のようなものでもかまわないが、前記した（Ｂ）のフォトクロミック特性を有する樹脂層
に使用されるポリウレタン樹脂が、接着剤として使用される。特に、ポリウレタンプレポ
リマーと硬化剤からなる２液型のポリウレタンを使用することが後の加工のことを考える
と好ましい。厚みは５～１００μｍの範囲が好ましく、より好ましくは５～５０μｍであ
る。厚みが５μｍ未満の場合は、充分な接着力が得られにくい。また、１００μｍを越え
ると接着力は充分であるが、接着層の溶媒を揮発するのに時間がかかり、生産性や経済性
が悪くなる。この層にＵＶ吸収剤を添加して積層体にＵＶカット能を持たせることも可能
である。
【００２０】
（Ｅ）は、射出成形に用いる場合には１００μｍ以上の厚みが必要である。この範囲を下
まわる場合は、射出成形時にシワや亀裂が発生しやすい。また、射出成形等の方法によっ
て後で厚みを増す場合を除いては、本発明の合成樹脂積層体の全厚みが０．６ｍｍ以上と
なるように（Ｅ）の厚みを選択することが強度や質感の面から必要である。
【００２１】
前記のフォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層に含有されるスピロピラン系化
合物の具体例としては、１’，３’，３’－トリメチルスピロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン
－２，２’－インドリン）、１’，３’，３’－トリメチルスピロ－８－ニトロ（２Ｈ－
１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、１’，３’，３’－トリメチル－６－ヒド
ロキシスピロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、１’，３’，３’－
トリメチルスピロ－８－メトキシ（２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、
５’－クロル－１’，３’，３’－トリメチル－６－ニトロスピロ（２Ｈ－１－ベンゾピ
ラン－２，２’－インドリン）、６，８－ジブロモ－１’，３’，３’－トリメチルスピ
ロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、６，８－ジブロモ－１’，３’
，３’－トリメチルスピロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、８－エ
トキシ－１’，３’，３’，４’，７’－ペンタメチルスピロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン
－２，２’－インドリン）、５’－クロル－１’，３’，３’－トリメチルスピロ－６，
８－ジニトロ（２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－インドリン）、３，３，１－ジフェ
ニル－３Ｈ－ナフト－（２，１－１３）ピラン、１，３，３－トリフェニルスピロ〔イン
ドリン－２，３’－（３Ｈ）－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、１－（２，３，４，５，
６－ペンタメチルベンジル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ
）－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、１－（２－メトキシ－５－ニトロベンジル）－３，
３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、１－（２
－ニトロベンジル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－ナフト（２，１
－ｂ）ピラン〕、１－（２－ナフチルメチル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－
２，３’－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、１，３，３－トリメチル－６’－ニトロ－ス
ピロ〔２Ｈ－１－ベンゾピラン－２，２’－（２Ｈ）－インドール〕等が挙げられる。
【００２２】
前記のフォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層に含有されるスピロオキサジン
系化合物の具体例としては、１，３，３－トリメチルスピロ〔インドリノ－２，３’－（
３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、５－メトキシ－１，３，３－トリ
メチルスピロ〔インドリノ－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサ
ジン〕、５－クロル－１，３，３－トリメチルスピロ〔インドリノ－２，３’－（３Ｈ）
ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、４，７－ジエトキシ－１，３，３－トリ
メチルスピロ〔インドリノ－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサ
ジン〕、５－クロル－１－ブチル－３，３－ジメチルスピロ〔インドリノ－２，３’－（
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３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１，３，３，５－テトラメチル－
９’－エトキシスピロ〔インドリノ－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４
）オキサジン〕、１－ベンジル－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３
Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１－（４－メトキシベンジル）－３
，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４
）オキサジン〕、１－（２－メチルベンジル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－
２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１－（３，５－ジメ
チルベンジル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２
，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１－（４－クロロベンジル）－３，３－ジメチルス
ピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、
１－（４－ブロモベンジル）－３，３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ
）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１－（２－フルオロベンジル）－３，
３－ジメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）
オキサジン〕、１，３，５，６－テトラメチル－３－エチルスピロ〔インドリン－２，３
’－（３Ｈ）ピリド（３，２－ｆ）（１，４）ベンゾオキサジン〕、１，３，３，５，６
－ペンタメチルスピロ〔インドリン－２，３’－（３Ｈ）ピリド（３，２－ｆ）（１，４
）－ベンゾオキサジン〕、６’－（２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インドール－１－イル）－
１，３－ジヒドロ－３，３－ジメチル－１－プロピル－スピロ〔２Ｈ－インドール－２，
３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、６’－（２，３－ジヒド
ロ－１Ｈ－インドール－１－イル）－１，３－ジヒドロ－３，３－ジメチル－１－（２－
メチルプロピル）－スピロ〔２Ｈ－インドール－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ
）（１，４）オキサジン〕、１，３，３－トリメチル－１－６’－（２，３－ジヒドロ－
１Ｈ－インドール－１－イル）スピロ〔２Ｈ－インドール－２，３’－（３Ｈ）ナフト（
２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕、１，３，３－トリメチル－６’－（１－ピペリジ
ル）スピロ〔２Ｈ－インドール－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オ
キサジン〕、１，３，３－トリメチル－６’－（１－ピペリジル）－６－（トリフルオロ
メチル）スピロ〔２Ｈ－インドール－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４
）オキサジン〕、１，３，３，５，６－ペンタメチル－スピロ〔２Ｈ－インドール－２，
３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン〕等が挙げられる。
【００２３】
前記のフォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層に含有されるナフトピラン系化
合物の具体例としては、３，３－ジフェニル－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン、２，
２－ジフェニル－２Ｈ－ナフト（１，２－ｂ）ピラン、３－（２－フルオロフェニル）－
３－（４－メトキシフェニル）－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン、３－（２－メチル
－４－メトキシフェニル）－３－（４－エトキシフェニル）－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ
）ピラン、３－（２－フリル）－３－（２－フルオロフェニル）－３Ｈ－ナフト（２，１
－ｂ）ピラン、３－（２－チエニル）－３－（２－フルオロ－４－メトキシフェニル）－
３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン、３－〔２－（１－メチルピロリル）〕－３－（２－
メチル－４－メトキシフェニル）－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン、スピロ〔ビシク
ロ（３．３．１）ノナン－９，３’－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、スピロ〔ビ
シクロ（３．３．１）ノナン－９－２’－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン〕、４－［
４－〔６－（４－モルフォルニル）－３－フェニル－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン
－３－イル〕フェニル］－モルフォリン、４－〔３－（４－メトキシフェニル）－３－フ
ェニル－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン－６－イル〕－モルフォリン、４－〔３，３
－ビス（４－メトキシフェニル）－３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン－６－イル〕－モ
ルフォリン、４－［３－フェニル－３－〔４－（１－ピペリジル）フェニル〕－３Ｈ－ナ
フト（２．１－ｂ）ピラン－６－イル］－モルフォリン、２，２－ジフェニル－２Ｈ－ナ
フト（２，１－ｂ）ピラン等が挙げられる。
【００２４】
前記のフォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層に含有されるウレタン系樹脂は
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、生産性、必要な装置を考慮すると、ポリウレタンプレポリマーと硬化剤からなる２液型
のポリウレタンを使用することが好ましい。
【００２５】
前記のポリウレタンプレポリマーとしてはイソシアネートとポリオールとを一定割合で反
応させた化合物を用いる。すなわち、ポリウレタンプレポリマーはジイソシアネートとポ
リオールから得られる両末端がイソシアネート基を有する化合物である。ポリウレタンプ
レポリマーに使用されるジイソシアネート化合物としてはジフェニルメタン-4,4'-ジイソ
シアネート（ＭＤＩ）が好ましい。また、ポリオールとしては５～３０の重合度を有する
ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）を使用することが好ましい。
【００２６】
ポリウレタンプレポリマーの分子量は数平均分子量５００～５０００のものであり、好ま
しくは１５００～４０００、より好ましくは２０００～３０００である。
【００２７】
一方、前記の硬化剤としては水酸基を２個以上有する化合物であれば特に限定されるもの
ではなく、ポリウレタンポリオール、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール
、アクリルポリオール、ポリブタジエンポリオール、ポリカーボネートポリオール等が例
示され、その中でも特定のイソシアネートと特定のポリオールから得られる末端に水酸基
を有するポリウレタンポリオールが好ましい。特に、ジイソシアネートとポリオールから
誘導される少なくとも両末端基に水酸基を有するポリウレタンポリオールが好ましく、該
ジイソシアネートとしてはトリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）を使用することが好まし
い。また、ポリオールとしては重合度が５～３０のＰＰＧを使用することが好ましい。
【００２８】
この硬化剤の分子量は数平均分子量５００～５０００であり、好ましくは１５００～４０
００、より好ましくは２０００～３０００である。
【００２９】
ポリウレタンプレポリマーのイソシアネート基（Ｉ）と硬化剤の水酸基（Ｈ）の比Ｉ／Ｈ
が０．９～２０、好ましくは１～１０を目安として使用することが好ましい。
【００３０】
これらのポリウレタンプレポリマー及び硬化剤は粘度調節のために酢酸エチル、テトラヒ
ドロフラン及びトルエンなどの溶媒を使用してもよい。
【００３１】
前記の（Ｃ）は、基本的にはどのような偏光フィルムでもかまわないが、透過率は３０％
以上の比較的に高透過率で、厚みが１０～１００μｍあることが好ましい。厚みがこの範
囲を下まわる場合、強度が弱くなったり、所望の偏光特性が得られにくい。また、この範
囲を越える場合は、厚みの均一性が得られにくく、色ムラが発生しやすい。射出成形等の
加熱を伴う加工を行うことを考慮すればヨウ素系の偏光フィルムはあまり好ましいと言え
ず、染料系の偏光フィルムが望ましい。特に、特開昭６３－３１１２０３に記載のような
、金属イオン及びホウ酸を用いて特殊な処理を施しフィルムを安定化させるような製造方
法で作製される耐熱性の高いフィルムが望ましい。更に、ＵＶカット特性を持った偏光フ
ィルムを用いることは非常に好ましいことである。
【００３２】
特に、好ましい本発明の合成樹脂積層体の製造方法は、次の通りである。
フォトクロミック色素、ポリウレタンプレポリマー及び硬化剤を含む樹脂液を偏光フィル
ムに塗布する。その後２０～５０℃の温度で約５～６０分間程度放置する。その後、透明
な合成樹脂シートと樹脂液層を貼り合わせる。こうして得られた積層体の偏光フィルム側
に溶剤を含む接着剤を塗布する。その後２０～５０℃の温度で約５～６０分程度放置し溶
剤を揮発させた後に、別の透明な合成樹脂層を接着剤と貼り合わせる。該積層体は、通常
６０～１４０℃で、２時間～１週間かけて加熱硬化させ、本発明の合成樹脂積層体を製造
する。
【００３３】
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【実施例】
以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何らの制限を
受けるものではない。
【００３４】
〔測定方法〕
（１）透過率は分光光度計（日本分光（株）製）を用いて測定した。
（２）単板透過率、平行位透過率（Ｈ0 ：同種の偏光性フィルムやシート２枚をその配向
方向が互いに同じ方向になるよう重ね合わせたときの光透過率）、直交位透過率（Ｈ90：
同種の偏光性フィルムやシートを２枚その配向方向が互いに垂直になるよう重ね合わせた
ときの光透過率）は可視部４００～７００ｎｍにおける視感度補正を行った平均値である
。
（３）偏光度は次式により求めた。

（４）シートのレターデーション値は偏光顕微鏡（オーク製作所製：ＴＥＭ－１２０ＡＦ
Ｔ）により、測定した。
（５）紫外線照射下での透過率は、超モノクロ光源（日本分光（株）製）で３６０ｎｍの
単一波長光を照射させながら透過率を測定（照射開始後５分経過して後）した。
【００３５】
実施例１
（１）フォトクロミック色素含有樹脂液の調製
プレポリマー１５ｇ、硬化剤３ｇ、フォトクロミック色素▲１▼〔３，３－ジフェニル－
３Ｈ－ナフト（２，１－ｂ）ピラン）〕０．２５ｇ、フォトクロミック色素▲２▼〔スピ
ロ（２Ｈ－インドール－２，３’－（３Ｈ）ナフト（２，１－ｂ）（１，４）オキサジン
）－１，３－ジヒドロ－１，３，３－トリメチル－６’－（１－ピペリジニル）〕０．０
８ｇ、ヒンダードアミン化合物〔ビス（2,2,6,6-テトラメチル－4-ピペリジニル）セバケ
ート〕０．１８ｇ及びテトラヒドロフラン１２ｇを均一になるよう混合した。
但し、上記プレポリマーは、ＮＣＯ基当量重量（当量重量とは官能基１個当たりの平均分
子量）が１５００のポリウレタンプレポリマー（ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシ
アネート（ＭＤＩ）と平均重合度１５のポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）から調製し
たものである。）である。また、上記硬化剤は、水酸基当量重量が１０５０である硬化剤
（トリレンジイソシアネートと平均重合度が１０のポリプロピレングリコールから調製し
たものである。）である。
【００３６】
（２）偏光フィルムの調製
ポリビニルアルコールフィルム（クラレ株式会社製、商品名：クラレビニロン＃７５００
）を、クロランチンファストレッド（C.I.:Direct Red 81）０．３７ｇ／Ｌ、ブリリアン
トブルー６Ｂ（C.I.:Direct Blue 1）０．２８ｇ／Ｌ、ダイレクトコッパーブルー２Ｂ（
C.I.:Direct Blue 168）０．２８ｇ／Ｌ、　プリムラブルー６ＧＬ（C.I.:Direct Blue 2
02）０．９３ｇ／Ｌ、及びクリソフェニン（C.I.:Direct Yellow 12)０．２８ｇ／Ｌを含
む水溶液（染色液）中で３５℃にて６分間染色した後、染色液中で１軸方向に５倍延伸し
た。
次いで当該フィルムを延伸状態を保持した状態で、酢酸ニッケル４水塩　０．３０ｇ／Ｌ
、及びホウ酸　１２．２ｇ／Ｌを含む水溶液（処理液）中に室温で３分間浸漬した。さら
に当該フィルムの緊張状態を保持したままで液中より取りだし、水洗、乾燥を行った後に
１１０℃で７分間加熱処理した。
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得られた偏光フィルムは薄いグレイ色で、厚みが３０μｍであり、その光学特性は、単板
透過率＝４１．８％、偏光度＝９６．３％であった。
【００３７】
（３）接着材層用樹脂液の調製
前記のプレポリマー１５ｇ、前記の硬化剤３ｇ及び酢酸エチル２７ｇを均一になるよう混
合した。
【００３８】
（４）積層体の作製
（１）の方法で得られた樹脂液を（２）で得られた偏光フィルムに塗布厚み３００μｍの
ドクターブレード（ヨシミツ精機（株）製）で塗布した。その後４５℃の雰囲気下に１０
分放置後、該樹脂液面と厚み１２０μｍでＲe が６０ｎｍのポリカーボネートフィルムを
貼り合わせた。この積層体の厚みをマイクロメーターで測定したところ、３１３μｍであ
り、フォトクロミック特性を有する樹脂層の厚みが１６３μｍであることが判った。
ついでこの積層体の偏光フィルム側にウレタン系接着剤をバーコーター＃２４を使用して
、溶剤が揮発した後の厚み１０μｍとなるように塗布した。それから、溶剤を揮発後に厚
み３００μｍのポリカーボネートシートを貼り合わせた。
【００３９】
この積層体を７０℃で２日間加熱硬化させた。得られた積層体の全厚みは６２０μｍであ
った。
光を照射しないときの透過率＝４１．９％、偏光度＝９６．２％であり、偏光フィルムそ
のものの光学特性と殆ど同じであった。色調は薄いグレイであった。
一方これに太陽光を照射すると１０秒以内に濃いかっ色に変化し、照射をやめるともとの
薄いグレイ色に１０秒程度の短時間で戻ることが判った。
紫外光照射時の単板透過率は２４．５％、偏光度＝９６．４％であり、太陽光下での目視
の観察結果を数値的に裏付けるものであった。
また積層体の外観性は非常に良好なものであった。
【００４０】
実施例２
実施例１のシートを８０ｍｍφの大きさにカットした後、１４７℃の雰囲気下で加熱開始
と同時に１分間で５０ｍｍＨｇまで吸引し、６分間真空成形して曲率半径８０ｍｍのレン
ズ状に加工した。
得られた曲面加工品の外観は非常に良好なものであり、干渉模様も観察されなかった。光
学特性も光照射下、非照射下を問わず加工前と殆ど同じであった。
【００４１】
実施例３
型締力１５０ton の射出成形機を用い、実施例２で得られた曲面加工を施したシートを、
射出成形により成形品に付着させるため、予め該曲面形状のキャビティを有する設定温度
１１０℃の金型内に装着し、設定温度２６０℃の成形機シリンダー内で該金型キャビティ
を満たすに充分な予め１２０℃で６時間以上熱風乾燥機に入れておいたポリカーボネート
樹脂（商品名：ユーピロン、Ｈ－４０００）を計量した後、該曲面加工を施したシートを
装着し、閉じられた金型キャビティ内へ該溶融樹脂を射出注入し、次に、７００ｋｇ／ｃ
ｍ2 の保持圧力で３０秒間保持した後、１２０秒間金型内で成形品を冷却固化させた。そ
の後金型を開き成形品を金型内から取り出した。
得られた成形品の表面には予め装着しておいた曲面加工を施したシートが密着しており、
良好な外観の成形品が得られた。また、該成形品は、偏光特性とフォトクロミック特性を
有した歪みの少ないものであった。
【００４２】
実施例４
（１）フォトクロミック色素含有樹脂液の調製
フォトクロミック色素として、Ｊａｍｅｓ　Ｒｏｂｉｎｓｏｎ社製Ｒｅｖｅｒｓａｃｏｌ
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　Ｆｌａｍｅ　０．１７ｇを用いる以外実施例１と同じことを行った。
（２）偏光フィルムの調製
実施例１と全く同様に行った。
（３）積層体の作製
厚さ６００μｍで、Ｒe が４０００ｎｍのポリカーボネートシート２枚を用いて実施例１
と同様な方法で両側が６００μｍ厚み、全厚み約１．４ｍｍの積層体を得た。
この積層体の色調は太陽光の照射下では濃いオレンジ色であるが、光非照射下ではうすい
グレイであり、透過率＝４２．１％、偏光度＝９５．７％であった。
【００４３】
これを縦：４０ｍｍ×横：２００ｍｍの形状にカットした後に、実施例２に準ずる条件で
曲率半径８５ｍｍの球状に曲面加工した。
得られた曲面加工品の色調、明るさは太陽光照射下、非照射下ともに加工前と同様であっ
た。
また外観性も、ユガミ等が観察されることなく非常に良好であり、干渉模様等も観察され
なかった。よって、スキーゴグル用に好適であると判断された。
【００４４】
比較例１
（Ａ）のポリカーボネート層のＲe が１５００ｎｍのものを使用した以外は、実施例１と
同様にして積層体を作成した。得られた積層体の厚みは６２２μｍであった。この積層体
を用いて曲面加工を施し、レンズを作製したが、このレンズを通して反射光を見たところ
干渉模様が観察された。
【００４５】
比較例２
実施例１において、（１）の方法で得られた樹脂液を（２）で得られた偏光フィルムに塗
布した後、該樹脂液面と厚み３００μｍのポリカーボネートシートを貼り合わせ、次いで
この積層体の偏光フィルム側にウレタン系接着剤を塗布し、厚み１２０μｍでＲｅが６０
ｎｍのポリカーボネートフィルムと貼り合わせた以外は、実施例と同様にして、積層体を
作成した。得られた積層体の厚みは６１４μｍであった。
この積層体に、厚み１２０μｍでＲｅが６０ｎｍのポリカーボネートフィルム側から、太
陽光を照射したが、若干褐色がかった色に変化したが、実施例１の場合ほど顕著な発色は
なく、太陽光と同じ方向から紫外線を照射しながらの透過率は３６％程度であった。
【００４６】
比較例３
実施例１において、フォトクロミック色素▲１▼とフォトクロミック色素▲２▼を添加せ
ずに樹脂液を調製した以外は、実施例１と同様にして合成樹脂積層体を作成した。得られ
た積層体の厚みは６１８μｍであった。この積層体を太陽光に曝しても発色はなく、また
紫外光を照射してもしなくても、透過率と偏光度は実施例１の光を照射しないときと同等
であり、紫外光が照射された際に発色する実施例１で作製した積層体ほどの防眩性は得ら
れなかった。
【００４７】
比較例４
実施例１と同様にフォトクロミック色素含有樹脂液を調製し、厚み３００μｍのポリカー
ボネートシートに、厚み３００μｍのドクターブレード（ヨシミツ精機（株）製）で該樹
脂液を塗布した。その後４５℃の雰囲気下に１０分放置後、該樹脂液面と厚み１２０μｍ
でＲｅが６０ｎｍのポリカーボネートフィルムを貼り合わせた。得られた積層体をマイク
ロメーターで測定したところ、厚みが５７８μｍ有り、フォトクロミック樹脂層の厚みは
１５８μｍであることが判った。その後、７０℃で２日間加熱硬化させた。得られた積層
体の全厚みは、５７５μｍであった。
この積層体に紫外光を照射しないときの透過率は８３％で、紫外光を照射した際の透過率
は６４％であり、また当然ながら偏光特性は有しておらず、実施例１の積層体ほどの防眩
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性は得られなかった。
【００４８】
【発明の効果】
本発明の合成樹脂積層体は、偏光性とフォトクロミック性を併せ持っているので、スポー
ツ用ゴーグル、サングラス等の防眩用途に好適に使用でき、射出成形と組み合わせること
によって、合成樹脂製の度付きサングラスの作製を容易にしたものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の合成樹脂積層体の断面図である。
【符号の説明】
Ａ：厚みが５０μｍ以上で、レターデーション値が１５０ｎｍ以下、又は３０００ｎｍ以
上である透明な合成樹脂層
Ｂ：フォトクロミック色素を含有するウレタン系樹脂層
Ｃ：偏光フィルム層
Ｄ：接着材層
Ｅ：透明な合成樹脂層

【図１】
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