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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明フィルム上に塗料組成物を塗布し、硬化させてなる防眩層が設けられた防眩フィル
ムであって、前記塗料組成物が２種類の樹脂並びに球形の微粒子及び不定形の微粒子を含
有し、前記２種類の樹脂のうち、第１種の樹脂が電離放射線硬化型樹脂であり、第２種の
樹脂が、数平均分子量が１８０００～８００００かつブチリル基含量が１８～６０重量％
のセルロースアセテートブチレートであり、塗料組成物固形分に対する前記第２種の樹脂
の割合が０．１～１０重量％であり、前記球形の微粒子の平均粒径が２～５μｍであり、
その配合量が前記２種類の樹脂の合計量に対して５～３０重量％であり、前記不定形の微
粒子の平均粒径が０．０１～３μｍであり、その配合量が前記２種類の樹脂の合計量に対
して２～７重量％であり、前記防眩層の膜厚が前記球形の微粒子の平均径より厚いことを
特徴とする防眩フィルム。
【請求項２】
　前記不定形の微粒子の屈折率が１．４８以下である、請求項１に記載された防眩フィル
ム。
【請求項３】
　前記球形の微粒子の屈折率が１．５５以上である、請求項１または２に記載された防眩
フィルム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　この発明は、ノートパソコン、パソコン用モニタ、テレビ等の各種ディスプレーの表面
等に用いることのできる防眩フィルムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ノートパソコン、液晶モニタなどのディスプレーは、その表面の表面保護基材を通して画
像を認識するようになっている。それらのディスプレーは本体内部にバックライトを用い
るか、又は外部の光を利用して視認性を向上させている。これらのディスプレーは内部か
ら発する光や外光の映り込みを軽減し、画像の視認性を向上するため、表面保護フィルム
に防眩処理を施すか、又は屈折率を調整した薄膜を形成して光学的に反射を防止すること
が一般的である。防眩処理は、二酸化珪素等の顔料を含む樹脂を塗工する方法やエンボス
処理により表面に凹凸をつける方法が知られている。
【０００３】
顔料を含んだ樹脂で防眩処理を行う場合は、表面の凹凸を大きくして表面での光散乱を大
きくするとフィルム自身が白くみえ、黒色の表示部が白く見える問題と、顔料の影響で画
像のちらつく問題が生じる。また、これらの視認性を得るために表面での光散乱を小さく
すると、防眩性が不十分になり、視認性と防眩性の両者を同時に満たすことは困難であっ
た。
このような問題を解決するために、特定の微粒子を含有する防眩層を設けたフィルム（防
眩フィルム）が開示されている。例えば、防眩層を特定の屈折率を有する微粒子と樹脂と
により構成したり(例えば、特許文献１参照。)、防眩層を２種以上の透光性微粒子と樹脂
とにより構成し、これらの間の屈折率の差を規定する(例えば、特許文献２参照。)等の方
法が試みられている。
【０００４】
また、近年の表示体の高精細化や大画面化に伴い、塗工層の均一性が重要となっている。
防眩フィルムの支持体として一般にトリアセチルセルロースフィルム（ＴＡＣフィルム）
やポリエステルフィルム（ＰＥＴフィルム）が使用されている。しかし、ＴＡＣフィルム
は、通常、溶液キャスト法で製膜されるため平面性が悪く、かつ透明性が高いため、外観
不良なく均一な塗工層を形成することが非常に困難であった。また、平面性が比較的良好
であるＰＥＴフィルムにおいても、高透明化が進み、塗工層の欠点が目立ち易くなったた
め、これまで以上に塗工層の均一性が求められるようになってきた。
【０００５】
【特許文献１】
特開平６－１８７０６号公報
【特許文献２】
特開２０００－１８０６１１号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、このような従来の防眩性フィルムに比べ、透明性、防眩性に優れ、ディ
スプレーの視認性を向上させ、かつ耐擦傷性に優れ、均一な防眩層を有する表面保護フィ
ルムを提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
均一な防眩層を設けるためには、そのための塗工液（塗料組成物）を塗工設備に最も適し
た粘度に調整する必要がある。また、塗工液（塗料組成物）の固形分を高くすると均一な
薄膜を形成することが難しくなるため、塗工液（塗料組成物）は低固形分であることが好
ましい。しかし、紫外線硬化型樹脂含む塗料組成物においては低固形分とすると粘度が非
常に低くなるため、低固形分を保ちつつ適当な粘度に調整することが非常に困難である。
また、増粘剤を用いて塗料組成物の粘度を調整することができるが、顔料を含有している
塗料組成物、特に異種の顔料を複数含有している塗料組成物においては、顔料の凝集が発
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生したり、電離放射線硬化型樹脂との相溶性が悪く、透明性が低下するなどの問題があり
、通常用いられている増粘剤を配合することができない。
本発明者らは、形状の異なる２種類の微粒子、電離放射線硬化型樹脂、及び数平均分子量
とブチリル基含量を特定したセルロースアセテートブチレートを含む塗料組成物を透明フ
ィルム上に塗布し、防眩層を形成することで、前記課題を解決できることを見出し、本発
明を完成するに至った。
【０００８】
　即ち、本発明は、透明フィルム上に塗料組成物を塗布し、硬化させてなる防眩層が設け
られた防眩フィルムであって、前記塗料組成物が２種類の樹脂並びに球形の微粒子及び不
定形の微粒子を含有し、前記２種類の樹脂のうち、第１種の樹脂が電離放射線硬化型樹脂
であり、第２種の樹脂が、数平均分子量が１８０００～８００００かつブチリル基含量が
１８～６０重量％のセルロースアセテートブチレートであり、塗料組成物固形分に対する
前記第２種の樹脂の割合が０．１～１０重量％であり、前記球形の微粒子の平均粒径が２
～５μｍであり、その配合量が前記２種類の樹脂の合計量に対して５～３０重量％であり
、前記不定形の微粒子の平均粒径が０．０１～３μｍであり、その配合量が前記２種類の
樹脂の合計量に対して２～７重量％であり、前記防眩層の膜厚が前記球形の微粒子の平均
径より厚いことを特徴とする防眩フィルムである。
　本発明の防眩フィルムの一例の概略図（断面）を、図１に示す。透明基材（フィルム）
上に、球形の微粒子と不定形の微粒子を含む紫外線硬化樹脂の塗膜を所定の厚さで塗工し
たものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
　本発明で使用する塗料組成物は、球形の微粒子、不定形の微粒子、電離放射線硬化型樹
脂、及び、ブチリル基含量が１８～６０重量％であって、数平均分子量が１８０００～８
００００のセルロースアセテートブチレート樹脂を含有する。この塗料組成物は、これら
の成分を、必要に応じて溶媒を使用して、混合（溶解又は分散）したものである。
　溶媒としては、例えば、ヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、トルエン、キシレ
ンなどの芳香族炭化水素、エタノール、１－プロパノール、イソプロパノール、１－ブタ
ノールなどのアルコール類、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン
類、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類、セロソルブ類などから適宜選択して用い
ることができるが、これらの数種類を混合して用いてもよい。
　塗工乾燥して防眩層を形成するために、溶媒の沸点は７０～２００℃の範囲であること
が望ましい。支持体である透明フィルムがトリアセチルセルロースフィルムである場合に
は、白化を防ぐためトルエン主成分とした溶媒を用いることが好ましい。
【００１０】
この発明に用いることのできる透明フィルムに特に限定はなく、例えば、ポリエステルフ
ィルム（ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム等）
、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、セロファンフィルム、ジアセチルセ
ルロースフィルム、トリアセチルセルロースフィルム、アセチルセルロースブチレートフ
ィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコール
フィルム、エチレンビニルアルコールフィルム、ポリスチレンフィルム、ポリカーボネー
トフィルム、ポリメチルペンテルフィルム、ポリスルフォンフィルム、ポリエーテルエー
テルケトンフィルム、ポリエーテルスルフォンフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、
ポリイミドフィルム、フッ素樹脂フィルム、ナイロンフィルム、アクリルフィルム、ノル
ボルネンフィルム等を挙げることが出来るが、本発明においては、特に光学異方性が無い
という特徴から液晶表示体に偏光板の部材として広く実用されているトリアセチルセルロ
ースフィルム（ＴＡＣフィルム）やフラットパネルの表面保護フィルムとして広く実用さ
れているポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）を使用することが好ま
しい。透明フィルムの厚さは１２～２５０μｍ程度が好ましい。
【００１１】
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　球形の微粒子の材質に特に限定はなく、例えば、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルム
アルデヒド縮合物、アクリルビーズ、スチレンビーズ、ポリアクリルスチレンビーズ、ポ
リカーボネートビーズ、ポリメタクリル酸メチルビーズ、ポリスチレンビーズ、ポリ塩化
ビニルビーズ、ガラスビーズ及びコロイダルシリカなどを用いることができる。特に本発
明では、屈折率１．５５以上のもの、例えば、ポリスチレンビーズ（屈折率１．５９）、
ポリアクリルスチレンビーズ（１．５７）ポリカーボネートビーズ（１．５８）、ガラス
ビーズ（１．６１）、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合物（１．５８
）が好ましい。第１の微粒子としてこれらの１種を用いてもよいし、２種以上を混合して
用いてもよい。
　この球形の微粒子は、平均径が２～５μｍであることが必要である。この微粒子は、塗
料組成物中に、第１種及び第２種の樹脂の合計量に対して５～３０重量％、好ましくは８
～２２重量％の割合で配合する。
【００１２】
　不定形の微粒子とは、粒子の形状が特定されない微粒子であって、その材質に特に限定
はなく、具体的には、シリカゲル、湿式法シリカ、乾式法シリカ等のシリカ微粒子、マイ
カ、酸化チタン、炭酸カルシウム、タルク、金属酸化物微粒子などを挙げることができる
。特に、屈折率が１．４８以下のもの、例えば、シリカやフッ化マグネシウムが好ましい
。不定形の微粒子としてこれらの１種を用いてもよいし、２種以上を混合して用いてもよ
い。
　この不定形の微粒子としては、平均径が０．０１～３．０μｍのものを使用する。この
微粒子は、塗料組成物中に、第１種及び第２種の樹脂の合計量に対して２～７重量％の割
合で配合する。
　これら球形の微粒子及び不定形の微粒子の平均径は、レーザー回折・散乱法で測定する
ものとする。この方法では、粒子を分散した液にレーザー光を当てて回折・散乱する光の
強度変化により粒子径を測定する。
【００１３】
第１種の樹脂である電離放射線硬化型樹脂としては、電子線又は紫外線等の電離放射線照
射した際に硬化する樹脂であれば特に限定される物ではなく、例えばウレタンアクリレー
ト系樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂及びエポキシアクリレート系樹脂等の中から
適宜選択することができる。また、紫外線照射により硬化する場合、光重合開始剤として
アセトフェノン類、ベンゾフェノン類等を混合することが望ましい。
【００１４】
好ましいものとしては分子内に２個以上の（メタ）アクリロイル基を有する紫外線硬化可
能な多官能アクリレ－トからなるものがあげられる。分子内に２個以上の（メタ）アクリ
ロイル基を有する紫外線硬化可能な多官能アクリレ－トの具体例としては、ネオペンチル
グリコ－ルジ（メタ）アクリレ－ト、１、６ヘキサンジオ－ルジ（メタ）アクリレ－ト、
トリメチロ－ルプロパントリ（メタ）アクリレ－ト、ジトリメチロ－ルプロパンテトラ（
メタ）アクリレ－ト、ペンタエリスリト－ルテトラ（メタ）アクリレ－ト、ペンタエリス
リト－ルトリ（メタ）アクリレ－ト、ジペンタエリスリト－ルヘキサ（メタ）アクリレ－
ト等のポリオ－ルポリアクリレ－ト、ビスフェノ－ルＡジグリシジルエ－テルのジアクリ
レ－ト、ネオペンチルグリコ－ルジグリシジルエ－テルのジアクリレ－ト、１、６ヘキサ
ンジオ－ルジグリシジルエ－テルのジ（メタ）アクリレ－トなどのエポキシ（メタ）アク
リレ－ト、多価アルコ－ルと多価カルボン酸及び／又はその無水物とアクリル酸とをエス
テル化することによって得ることが出来るポリエステル（メタ）アクリレ－ト、多価アル
コ－ル、多価イソシアネ－ト及び水酸基含有（メタ）アクリレ－トを反応させることによ
って得られるウレタン（メタ）アクリレ－ト、ポリシロキサンポリ（メタ）アクリレ－ト
等を挙げることができる。
【００１５】
前記の重合性アクリレ－トは単独で用いても、２種以上混合して用いてもよく、その含有
量はハ－ドコ－ト層用塗料の樹脂固形分に対して、好ましくは５０～９５重量％である。
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尚、上記の多官能（メタ）アクリレ－トの他にハ－ドコ－ト層用塗料の樹脂固形分に対し
て好ましくは１０重量％以下の２－ヒドロキシ（メタ）アクリレ－ト、２－ヒドロキシプ
ロピル（メタ）アクリレ－ト、グリシジル（メタ）アクリレ－ト等の単官能アクリレ－ト
を添加することもできる。
【００１６】
またハ－ドコ－ト層には硬度を調整する目的で使用される重合性オリゴマ－を添加するこ
とができる。このようなオリゴマ－としては、末端（メタ）アクリレ－トポリメチル（メ
タ）アクリレ－ト、末端スチリルポリ（メタ）アクリレ－ト、末端（メタ）アクリレ－ト
ポリスチレン、末端（メタ）アクリレ－トポリエチレングリコ－ル、末端（メタ）アクリ
レ－トアクリロニトリル－スチレン共重合体、末端（メタ）アクリレ－トスチレン－メチ
ルメタクリレ－ト共重合体などのマクロモノマ－を挙げることができ、その含有量はハ－
ドコ－ト用塗料中の樹脂固形分に対して、好ましくは５～５０重量％である。
【００１７】
本発明においては、塗料組成物が第２種の樹脂である特定のセルロースアセテートブチレ
ートを含有することを特徴とし、これにより２種類の顔料（微粒子）の分散性を低下させ
ることなく、塗料の粘度調整をすることができる。セルロースアセテートブチレートはセ
ルロースの水酸基の一部又は全部が酢酸及び酪酸によりエステル化された化合物である。
この数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）を用いてポリ
スチレン標準換算により求めるものとし、１８０００～８００００、好ましくは３０００
０～７００００である。分子量が小さいと増粘効果が小さく、また分子量が大きいと電離
放射線硬化型樹脂との相溶性が低下する傾向にある。また、添加量の増加に伴い塗工層の
ハード性が低下する。
【００１８】
セルロースアセテートブチレートは、そのブチリル基含量（重量％）により電離放射線硬
化型樹脂や塗料組成物中の溶媒との溶解特性が変化する。本発明においては、塗料組成物
の組成によって、使用するセルロースアセテートブチレートのブチリル基含量を適宜選択
できるが、電離放射線硬化型樹脂との相溶性の点から、ブチリル基含量が１８～６０重量
％であるセルロースアセテートブチレートを使用する。塗料組成物中に有機溶剤が含まれ
る場合は、ブチリル基含量が好ましくは２０～５５重量％、より好ましくは３０～５０重
量％のものが用いられる。
【００１９】
本発明において、セルロースアセテートブチレートを、塗料組成物固形分に対し０．１～
１５重量％、好ましくは０．１～１０重量％含有する。含有量が多いと塗料の粘度増加が
著しく塗工適性が低下する傾向にあるとともに塗工層のハード性が低下する。また、少な
いと効果が発現されない。
また、塗料組成物は、必要に応じて、本発明の効果を変えない範囲で、消泡剤、レベリン
グ剤、帯電防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、重合禁止剤等を含有してもよ
い。
【００２０】
防眩層は上記塗料組成物を透明フィルム上に塗工乾燥して形成することができる。塗工方
法は特に限定しないが、グラビア塗工、マイクログラビア塗工、バー塗工、スライドダイ
塗工、スロットダイ塗工、デイップコートなど、塗膜厚さの調整が容易な方式で塗工が可
能である。
防眩層の膜厚は、球形の微粒子の平均径よりも厚くしなければならない。この膜厚がこの
平均径よりも薄いとこの微粒子が塗膜表面に突出し表面ヘイズが高まり、光の散乱により
表面が白くなりディスプレーの視認性を著しく低下させるからである。一方、この膜厚が
厚すぎると防眩性が低下する傾向にある。このため、防眩層の膜厚は好ましくは球形の微
粒子の平均径の３倍以下、より好ましくは１．０～２．０倍となるように設ける。
【００２１】
【実施例】
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以下、実施例にて本発明を例証するが、本発明を限定することを意図するものではない。
なお、微粒子の平均径は、レーザー回折粒度測定器ＳＡＬＤ２１００（島津製作所製）で
測定した。
【００２２】
実施例１
ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合物（日本触媒社製 エポスターＭ３
０、平均径３．０μｍ、屈折率１．５８）２０ｇ、二酸化珪素微粉末（日本アエロジル社
製 アエロジル１２００、平均径１．２μｍ、屈折率１．４０）３ｇをトルエン１５０ｇ
に分散し、この液に、アクリル系紫外線硬化樹脂（荒川化学社製 ビームセット５５０Ｂ
）７７ｇ、セルロ－スアセテートブチレート（イーストマンケミカル社製 ＣＡＢ－５０
０－５、ブチリル基含量=５１重量％、数平均分子量=５７０００）１ｇ及び光重合開始剤
（チバガイギー社製 ダロキュア１１７３）０．４ｇを添加し、イソプロパノール５０ｇ
、エチレングリコールモノエチルエーテル５０ｇを加え、シロキサン系レベリング剤（ビ
ックケミー社製 ＢＹＫ３７０）０．２ｇを加えて十分攪拌し、塗料組成物Ａを調整した
。
トリアセチルセルロースフィルム（富士写真フィルム社製 フジタック）に塗料組成物Ａ
をマイヤーバー＃１２（ＲＤＳ社製）で塗工し、６０℃で１分間乾燥後、３００ｍＪの紫
外線を照射し硬化した。得られた塗膜の厚さは３．５μｍであった。
【００２３】
実施例２
ポリアクリルスチレンビーズ（綜研化学製 ＭＸ３００、平均径３．０μｍ、屈折率１．
５７）１４ｇ、疎水性シリカパウダー（信越化学工業社製 ＫＭＰ１０５、平均径０．８
μｍ、屈折率１．４０）４ｇ、トルエン２００ｇを混合し、アクリル系紫外線硬化樹脂（
ビームセット５５０Ｂ）８２ｇ及び光重合開始剤（ダロキュア１１７３）１．６ｇ、セル
ロ－スアセテートブチレート（ＣＡＢ－５００－５）１ｇを添加し、エチレングリコール
モノエチルエーテル５０ｇを加え、シロキサン系レベリング剤（ＢＹＫ３７０）０．２ｇ
を加えて十分攪拌し、塗料組成物Ｂを調整した。
トリアセチルセルロースフィルム（フジフィルム社製 ＦＴＵＶ８０ＵＺ）に塗料組成物
Ｂをマイヤーバー＃１２（ＲＤＳ社製）で塗工し、６０℃で１分間乾燥後、３００ｍＪの
紫外線を照射し硬化した。得られた塗膜の厚さは３．５μｍであった。
【００２４】
実施例３
ポリスチレンビーズ（綜研化学製 ＳＸ３５０Ｈ、平均径３．５μｍ、屈折率１．５９）
１４ｇ、疎水性シリカパウダー（信越化学工業社製 ＫＭＰ１０５、平均径０．８μｍ、
１．４０）４ｇ、トルエン２００ｇを混合し、アクリル系紫外線硬化樹脂（ビームセット
５５０Ｂ）８２．０ｇ及び光重合開始剤（ダロキュア１１７３）１．６ｇ、セルロ－スア
セテートブチレート（ＣＡＢ－５００－５）１ｇを添加し、エチレングリコールモノエチ
ルエーテル５０ｇを加え、シロキサン系レベリング剤（ＢＹＫ３７０）０．２ｇを加えて
十分攪拌し、塗料組成物Ｃを調整した。
トリアセチルセルロースフィルム（フジフィルム社製 ＦＴＵＶ８０ＵＺ）に塗料組成物
Ｃをマイヤーバー＃１４（ＲＤＳ社製）で塗工し、６０℃で１分間乾燥後、３００ｍＪの
紫外線を照射し硬化した。得られた塗膜の厚さは４．０μｍであった。
【００２５】
実施例４
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートの配合量を５．０ｇとし
た以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
実施例５
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートの配合量を１０．０ｇと
した以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
【００２６】
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実施例６
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ－５００－５）
をセルロースアセテートブチレート（イーストマンケミカル社製 ＣＡＢ－３８１－０．
１、ブチリル基含量＝３８重量％、数平均分子量=２００００）に変更し、配合量を５．
０ｇとした以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
実施例７
基材フィルムを７５μmのポリエステルフィルム（東洋紡績社製 A－４３００）にした以
外は、実施例４と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
【００２７】
比較例１
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートを配合しないこと以外は
実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
比較例２
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートの配合量を２０．０ｇと
した以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
比較例３
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ－５００－５）
をセルロースアセテートブチレート（イーストマンケミカル社製 ＣＡＢ－１７１－１５
、ブチリル基含量＝１７重量％、数平均分子量=６５０００）に変更し、配合量を１．０
ｇとした以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
【００２８】
比較例４
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ－５００－５）
をセルロースアセテートブチレート（イーストマンケミカル社製 ＣＡＢ－５５１－０．
０１、ブチリル基含量＝５３重量％、数平均分子量=１６０００）に変更し、配合量を１
５．０ｇとした以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
比較例５
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートの代わりにセルロースア
セテートプロピオネート（数平均分子量＝７５０００）を１．０ｇ配合した以外は実施例
１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
比較例６
塗料組成物Ａの配合において、セルロースアセテートブチレートの代わりにエチルセルロ
ース（数平均分子量＝５２０００）を１．０ｇ配合した以外は実施例１と同様に塗料調製
後、防眩フィルムを作製した。
【００２９】
比較例７
塗料組成物Ａの配合において、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合物２
０ｇ及び二酸化珪素微粉末３ｇの代わりに、不定形シリカパウダー（ＫＭＰ１１０、信越
化学工業社製、平均径１．９μｍ、屈折率１．４０）２３ｇを用いた以外は実施例１と同
様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した。
比較例８
塗料組成物Ａの配合において、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデヒド縮合物２
０ｇ及び二酸化珪素微粉末３ｇの代わりに、ベンゾグアナミン・メラミン・ホルムアルデ
ヒド縮合物２３ｇを用いた以外は実施例１と同様に塗料調製後、防眩フィルムを作製した
。
【００３０】
実施例１～７、比較例１～８で調製した塗料組成物及びそれを用いて作製した防眩フィル
ムについて、下記の手順に従って評価を行なった。結果を表１と表２に示す。
（１）塗料組成物の相溶性
塗料調製後、試験管に塗料を入れ、１時間後の液の状態を確認した。塗料が層分離を起こ
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（２）塗料組成物の粘度
ＪＩＳ Ｋ５４００に準じ、回転粘度計法により評価した。
（３）塗工面の均一性
フィルムを通してバックライト光を観察し、塗工層の均一性を評価した。
【００３１】
（４）ヘイズ度
ヘイズメーター（村上色彩研究所社製）を使用し、JIS K-7105に準拠して測定を実施した
。
（５）透過率
分光光度計ＵＶ３１００（島津製作所製）を使用し、測定を実施した。透過率が大きいほ
ど透明性が高いといえる。５５０ｎｍにおける透過率について、ＴＡＣフィルムを基材に
用いた場合、９１．０％以上を良好、９１．０％未満を不良とし、ポリエステルフィルム
を基材に用いた場合、８９．０％以上を良好、８９．０％未満を不良とした。
（６）正反射率
分光光度計ＵＶ３１００（島津製作所製）を使用し、測定を実施した。正反射率が３．０
％以上の場合、視認性の低下が顕著に確認される。
【００３２】
（７）視認性
市販のＬＣＤセル（画素サイズ：１００ｐｐｉ、ｐｐｉ：ピクセルパーインチ）に防眩防
眩フィルムサンプルを貼り合わせ、フィルムを通したバックライトの光を観察し、ギラツ
キ度合いを目視で確認した。良好は○、僅かにギラツクは△、ギラツクは×とした。
（８）耐擦傷性
堅牢度試験器を用い、スチールウール＃００００、荷重２５０ｇ、１００往復にて試験を
行ない、外観変化を目視で確認した。塗膜表面の変化無しは○、傷が入った場合は×とし
た。
【００３３】
【表１】

【００３４】
【表２】
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表１と表２より、本発明の塗料組成物においては、２種の微粒子の分散性を低下させない
ことがわかる。また、防眩フィルムに必要な品質であるハード性、透明性を低下させるこ
となく、塗工面が均一で視認性に優れた防眩フィルムが得られた。これに対し、セルロー
スアセテートブチレートを未含有、又はセルロースアセテートブチレートの分子量が条件
を満たさない、又はセルロースアセテートブチレートのブチリル基含量が条件を満たさな
い比較例１～４の塗料組成物、及びセルロースアセテートブチレート以外のセルロース樹
脂を用いた比較例５、６の塗料組成物にて設けた防眩層は、塗工面の均一性と透明性の両
立ができず、目標の品質が得られなかった。比較例７の防眩フィルムにおいては、塗工面
の均一性、透明性、耐擦傷性に優れた防眩防眩フィルムが得られたが、ギラツキが大きく
目標の品質が得られなかった。比較例８の防眩フィルムにおいては、正反射率が高い為に
視認性が十分でなく、目標の品質が得られなかった。
【００３６】
【発明の効果】
　本発明の防眩フィルムは、透明フィルム上に透明で視認性に優れかつ耐擦傷にすぐれた
ハードコート層を均一に形成させてなるものであるので、防眩フィルムの品質が従来のも
のより大幅に向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の防眩フィルムの一例の概略図（断面）である。
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