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(57)【要約】
【課題】防眩性、黒締り、ギラツキに優れた防眩フィルムを提供する。
【解決手段】支持体上に、凹凸表面を有する防眩層を有し、該防眩層は少なくとも２種の
透光性粒子を含有し、第１の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．０
１～３．０μｍ大きく、第２の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．
１０μｍ以上小さく、該第１の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して０．１
～１質量％であり、該第２の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して２～３０
質量％であり、該第２の透光性粒子が、無機酸化物粒子である防眩フィルム。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、凹凸表面を有する防眩層を有し、該防眩層は少なくとも２種の透光性粒子
を含有し、第１の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．０１～３．０
μｍ大きく、第２の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．１０μｍ以
上小さく、該第１の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して０．１～１質量％
であり、該第２の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して２～３０質量％であ
り、該第２の透光性粒子が、無機酸化物粒子である防眩フィルム。
【請求項２】
　前記第１の透光性粒子の防眩層における単位面積当たりの個数が１～１００００個／ｍ
ｍ２である請求項１に記載の防眩フィルム。
【請求項３】
　前記第１の透光性粒子の平均粒子径が、前記第２の透光性粒子の平均粒子径より２μｍ
以上大きい請求項１または２に記載の防眩フィルム。
【請求項４】
　前記防眩フィルムの凹凸表面の中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３μｍ＜Ｒａ＜０．４
μｍであり、凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が８０μｍ＜Ｓｍ＜７００μｍであり、該凹凸の傾
斜角θを測定した際、０°＜θ＜０．５°の領域（θ（０．５））が４０％以上を占める
請求項１～３のいずれかに記載の防眩フィルム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の防眩フィルムの防眩層上に、該防眩層より屈折率が低
い低屈折率層を有する反射防止フィルム。
【請求項６】
　前記防眩層と前記低屈折率層との間に、前記防眩層よりも屈折率の高い高屈折率層をさ
らに有する請求項５に記載の反射防止フィルム。
【請求項７】
　積分反射率が１．５％以下である請求項５または６に記載の反射防止フィルム。
【請求項８】
　前記防眩層と前記高屈折率層との間に、前記防眩層よりも屈折率が高く、前記高屈折率
層よりも屈折率の低い、中屈折率層をさらに有する請求項６に記載の反射防止フィルム。
【請求項９】
　積分反射率が１．０％以下である請求項８に記載の反射防止フィルム。
【請求項１０】
　偏光膜と、該偏光膜の両側に設けられた保護フィルムとを有する偏光板であって、該保
護フィルムの少なくとも一方が、請求項１～４のいずれかに記載の防眩フィルムまたは請
求項５～９のいずれかに記載の反射防止フィルムである偏光板。
【請求項１１】
　請求項１～４のいずれかに記載の防眩フィルム、請求項５～９のいずれかに記載の反射
防止フィルムまたは請求項１０に記載の偏光板をディスプレイの最表面に有する画像表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、防眩フィルム、反射防止フィルム、偏光板および画像表示装置に関する。
【０００２】
　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
スプレイの表面には、防眩フィルムや防眩性反射防止フィルムが使用される。オフィスや
家庭環境での使用が広がっており、室内の蛍光灯や視聴者の像がディスプレイ表面に写り
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こむことを防止する防眩性の向上と、明所での表示コントラストの更なる向上が要求され
ている。（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　防眩フィルムにおいて、防眩層に透光性粒子を添加することで、防眩層表面に凹凸を持
たせて光の散乱（表面散乱性）を起こさせる防眩機能と、透光性粒子と防眩層中の透光性
樹脂の屈折率差から生ずる光の散乱機能（内部散乱性）とが用いられる。
【０００４】
　表面散乱性による防眩機能を付与する場合は、一方でその表面散乱性により画像表示装
置表面が白茶けて見え、黒締り感が低下する、表面凹凸によるレンズ効果によって引き起
こされるギラツキが悪化するなどの問題が発生する。
【０００５】
　内部散乱性はギラツキ改良、コントラストの視野角特性の改良などの目的で用いられる
が、大きすぎると、表示コントラストが下がる弊害がある。一方、小さすぎるとギラツキ
が悪化する問題があり、適度な内部散乱性が求められていた。適度な内部散乱性を付与す
るためには、透光性粒子と透光性樹脂に屈折率差が必要であった。
【０００６】
　内部散乱性を付与するために、防眩層に用いる透光性粒子と透光性樹脂の屈折率差を設
けるため、透光性粒子と透光性樹脂が異なる樹脂成分からなることが好ましい。しかし、
異なる樹脂成分を用いると、透光性粒子と透光性樹脂の親和性が低く、透光性粒子が透光
性樹脂中で凝集を発生しやすく、その結果、表面凹凸は大きくなりすぎ、黒締りが悪化す
る。
【０００７】
　一方、少なくとも最表面に層厚１００ｎｍ程度の薄膜層である低屈折率層を設け、その
低屈折率層の光学干渉によって反射防止を行う反射防止フィルムも用いられる。更に反射
率を低下させるために、透明支持体と低屈折率層の間に高屈折率層を形成する２層薄膜干
渉型、または、透明支持体と低屈折率層の間に中屈折率層、高屈折率層を順次形成する３
層薄膜干渉型など、多層の光学干渉によって反射を防止する多層薄膜干渉型反射防止フィ
ルムが知られている。特に広い波長範囲で反射を防止し、反射色を抑えながら、低反射率
とするために、３層薄膜干渉型が望ましい。
【０００８】
　多層薄膜干渉型の反射防止フィルムに用いる薄膜層（高屈折率層、中屈折率層、低屈折
率層など）としては、金属酸化物の透明薄膜層を積層させた多層膜が従来から広く用いら
れている。通常、金属酸化物の透明薄膜は、化学蒸着（ＣＶＤ）法や物理蒸着（ＰＶＤ）
法、特に物理蒸着法の一種である真空蒸着法、スパッタリング法により形成することが行
われてきた。
【０００９】
　しかし、蒸着やスパッタリングによる金属酸化物の透明薄膜の形成方法は生産性が低く
大量生産に適しておらず、生産性が高い湿式成膜法、特に塗布方式により形成する方法が
提案されている。
【００１０】
　映り込みと黒締まりをさらに向上させるためには防眩層上に上記２層乃至３層の薄膜干
渉型の反射防止層を形成することが好ましい。しかしながら、生産性のよい上記塗布方式
により該防眩層の凹凸表面にナノメートルスケールの薄膜をコーティングしようとすると
、凹凸に起因して塗布ムラやハジキが生じ、膜厚が均一にならず設計通りに最適な光干渉
が起きないことにより反射率が下がらないことがある。そのため、低反射と防眩性を両立
することは困難であった。 
【００１１】
　こういった塗布ムラやハジキを改良するために、防眩層表面を表面処理した後にエージ
ング処理したり（特許文献２）、防眩層と反射防止層の間に中間層を設けたりすること（
特許文献３）が試みられている。また、低屈折率層中の中空球状シリカ系微粒子を凸部分
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より凹部分に多く存在するよう配置することが試みられている（特許文献４）。
　しかしながら、これらの従来提案されている光学フィルムでは反射率を下げるには十分
ではなかった。
【００１２】
　防眩層の凹凸形状を形成している表面粗さにおいて凹凸スケール（凹凸の山高さと山間
隔）の１／１０以下のスケールで凹凸形状に沿って存在している微細な凹凸を低減するこ
と、つまり平坦な部分を多くすることで、防眩層の凹凸表面にナノメートルスケールの薄
膜を均一にコーティング出来る様になり設計通りの反射率となる。そのため、低反射と防
眩性を両立する。
【００１３】
　また、防眩層中に内部散乱性を付与する為に透光性の高屈折率樹脂粒子を使用した場合
、その内部散乱粒子が凝集または複数連なることにより微細な凹凸を発生させ、防眩フィ
ルムの黒締り感が悪化するという問題が発生したり、反射防止フィルムの各薄膜層の塗布
ムラやハジキが生じ、膜厚が均一にならず、設計通りに反射率が下がらないなどの問題を
発生させる。
【００１４】
【特許文献１】特開２００５－３１６４５０号公報
【特許文献２】特開２００６－１４５７３７号公報
【特許文献３】特開２００６－１４５５８７号公報
【特許文献４】特開２００６－１４６０２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、防眩性、黒締り、ギラツキに優れた防眩フィルムを提供することにあ
る。また、防眩性、黒締り、ギラツキに優れ、かつ、反射率の低い反射防止フィルムを提
供することにある。本発明の別の目的は、該防眩フィルムまたは反射防止フィルムを具備
した偏光板、および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】
【００１６】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、下記の構成を有することで、前記問題を解決し、目的
を達成することを見出した。
【００１７】
１.
　支持体上に、凹凸表面を有する防眩層を有し、該防眩層は少なくとも２種の透光性粒子
を含有し、第１の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．０１～３．０
μｍ大きく、第２の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜厚よりも０．１０μｍ以
上小さく、該第１の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して０．１～１質量％
であり、該第２の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に対して２～３０質量％であ
り、該第２の透光性粒子が、無機酸化物粒子である防眩フィルム。
２.
　前記第１の透光性粒子の防眩層における単位面積当たりの個数が１～１００００個／ｍ
ｍ２である上記１に記載の防眩フィルム。
３.
　前記第１の透光性粒子の平均粒子径が、前記第２の透光性粒子の平均粒子径より２μｍ
以上大きい上記１または２に記載の防眩フィルム。
４.
　前記防眩フィルムの凹凸表面の中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３μｍ＜Ｒａ＜０．４
μｍであり、凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が８０μｍ＜Ｓｍ＜７００μｍであり、該凹凸の傾
斜角θを測定した際、０°＜θ＜０．５°の領域（θ（０．５））が４０％以上を占める
上記１～３のいずれかに記載の防眩フィルム。
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５.
　上記１～４のいずれかに記載の防眩フィルムの防眩層上に、該防眩層より屈折率が低い
低屈折率層を有する反射防止フィルム。
６.
　前記防眩層と前記低屈折率層との間に、前記防眩層よりも屈折率の高い高屈折率層をさ
らに有する上記５に記載の反射防止フィルム。
７.
　積分反射率が１．５％以下である上記５または６に記載の反射防止フィルム。
８.
　前記防眩層と前記高屈折率層との間に、前記防眩層よりも屈折率が高く、前記高屈折率
層よりも屈折率の低い、中屈折率層をさらに有する上記６に記載の反射防止フィルム。
９.
　積分反射率が１．０％以下である上記８に記載の反射防止フィルム。
１０.
　偏光膜と、該偏光膜の両側に設けられた保護フィルムとを有する偏光板であって、該保
護フィルムの少なくとも一方が、上記１～４のいずれかに記載の防眩フィルムまたは上記
５～９のいずれかに記載の反射防止フィルムである偏光板。
１１.
　上記１～４のいずれかに記載の防眩フィルム、上記５～９のいずれかに記載の反射防止
フィルムまたは上記１０に記載の偏光板をディスプレイの最表面に有する画像表示装置。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、防眩性、黒締り、ギラツキに優れた防眩フィルムを提供することがで
きる。また、防眩性、黒締り、ギラツキに優れ、かつ、反射率の低い反射防止フィルムを
提供することができる。さらに本発明によれば、該防眩フィルムまたは反射防止フィルム
を具備した、偏光板、および画像表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。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、本明細書において、「（メタ）アクリレート」との記
載は、「アクリレート及びメタクリレートの少なくともいずれか」の意味を表す。「（メ
タ）アクリル酸」等も同様である。
【００２０】
　＜防眩フィルムの層構成＞
　本発明の防眩フィルムは、支持体上に、凹凸表面を有する防眩層を有し、該防眩層は少
なくとも２種の透光性粒子を含有し、第１の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均膜
厚よりも０．０１～３．０μｍ大きく、第２の透光性粒子は平均粒子径が該防眩層の平均
膜厚よりも０．１０μｍ以上小さく、該第１の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分
に対して０．１～１質量％であり、該第２の透光性粒子は添加量が該防眩層の全固形分に
対して２～３０質量％であり、該第２の透光性粒子が、無機酸化物粒子である防眩フィル
ムである。
【００２１】
　本発明の防眩フィルムは、支持体の上に少なくとも１層の防眩層を有する。
　本発明の防眩フィルム、または該防眩フィルムを含む光学フィルムとして好ましい層構
成の例を下記に示す。下記構成において基材フィルムは、フィルムで構成された支持体を
指している。
　・基材フィルム／防眩層
　・基材フィルム／帯電防止層／防眩層
　・基材フィルム／防眩層
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　・基材フィルム／防眩層／低屈折率層
　・基材フィルム／防眩層／帯電防止層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／防眩層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／防眩層／帯電防止層／低屈折率層
　・基材フィルム／ハードコート層／帯電防止層／防眩層／低屈折率層
　・基材フィルム／防眩層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／防眩層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・帯電防止層／基材フィルム／防眩層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・基材フィルム／帯電防止層／防眩層／中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層
　・帯電防止層／基材フィルム／防眩層／高屈折率層／低屈折率層／高屈折率層／低屈折
率層
【００２２】
　本発明の防眩フィルムおよび反射防止フィルムでは、防眩層、反射防止層以外の層が塗
設されていてもよく、これらの層としては、上記の各層の他、例えば防汚層等が挙げられ
る。防眩層、反射防止層の少なくとも１種がハ－ドコート層、帯電防止層、防汚層等の機
能を同時に有することがより好ましい。本発明の防眩フィルムは、上記したこれらの層を
有することで、光学フィルムとして好適に利用できる。
【００２３】
　本発明の反射防止フィルムは、低反射化の点から、防眩層の上に低屈折率層を有するこ
とが好ましいが、中屈折率層／高屈折率層／低屈折率層を含む構成の反射防止フィルムが
更に好ましく、例えば、特開平８－１２２５０４号公報、同８－１１０４０１号公報、同
１０－３００９０２号公報、特開２００２－２４３９０６号公報、特開２０００－１１１
７０６号公報等に記載の構成が挙げられる。
【００２４】
　＜防眩層の構成＞
　防眩層は、少なくとも平均粒子径が防眩層の平均膜厚よりも０．０１～３．０μｍ大き
い第１の透光性粒子と、平均粒子径が防眩層の平均膜厚よりも０．１０μｍ以上小さく、
無機酸化物粒子を含む第２の透光性粒子を含む。防眩層は、例えばこれらの透光性粒子、
マトリックス形成成分（バインダー用モノマー類等）及び有機溶媒を含有する塗布液を塗
布・乾燥し硬化して形成することができる。
【００２５】
　防眩層を形成する塗布液は、例えば、電離放射線等で硬化されて形成する透光性ポリマ
ーの原料となる主たるマトリックス形成バインダー用モノマー類、前記特定粒径の透光性
粒子、重合開始剤、好ましくは、塗布液の粘度を調整するための高分子化合物、カール低
減や屈折率調節等のための無機微粒フィラー、塗布助剤等を含む。
【００２６】
　本発明では第１の透光性粒子は防眩性付与に用いられる。ギラツキ悪化、反射率上昇を
せずに、防眩性を付与するには、第１の透光性粒子の大きさと添加量を本発明の範囲にし
、少ない頻度の凹凸で適性な防眩性を付与することが必要である。それにより、必要な防
眩性を付与しながら、表面の平坦な部分の割合を高くし、ギラツキ、反射率の悪化が防げ
る。一方、本発明では第２の透光性粒子は内部散乱性付与に用いられる。第２の透光性粒
子は必要な内部散乱性を付与するために、第１の透光性粒子より添加量が多くなるが、平
均膜厚に対し粒径が小さいこと、無機酸化物粒子を用いることで、粒子凝集や複数の連な
りを防ぐことで、第１の透光性粒子で決まった凹凸の頻度増加を抑制し、ギラツキ、反射
率、防眩性を全て良く保ったまま、内部散乱性を付与できる。これは、明確な理由は不明
だが一般的に樹脂粒子より密度が大きい無機酸化物粒子を用いることで、塗布液を塗布し
乾燥する過程において粒子の移動速度が遅くなり、粒子凝集や複数の連なりがしづらくな
る、及び／または、粒子の沈降速度が速く、防眩層の断面方向において上部への存在確立
が減る事が推定される。第２の透光性粒子に高屈折率樹脂粒子を用いると、内部散乱性と
凝集性を両立できず、必要な内部散乱性を付与すると、表面凹凸の頻度が上がり、同時に
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平坦部の割合が減少することで、ギラツキ悪化、反射率上昇を起こしてしまう。
【００２７】
　防眩層の厚さは２．５μｍ～１９．９μｍが好ましく、３～１８μｍが更に好ましく、
５～１５μｍがより好ましく、最も好ましくは５μｍ～１０μｍである。２．５μｍ未満
の場合には、鉛筆硬度といった膜の強度が不足すること、内部散乱粒子として用いる第２
の透光性粒子が粒径２μｍ以下のものしか用いることができず、適切な内部散乱性が付与
できない傾向がある。１９．９μｍを超えると膜のカールや脆性が悪化し、コスト上昇と
いった問題が生じる傾向がある。
　防眩層の平均膜厚は防眩フィルムの断面を電子顕微鏡で観察し、膜厚をランダムに３０
ヶ所測定した平均値から算出される。
【００２８】
　バインダーの屈折率は、アッベ屈折計で直接測定するか、分光反射スペクトルや分光エ
リプソメトリーを測定するなどして定量評価できる。前記透光性粒子の屈折率は、液浸法
により測定される。具体的には、屈折率の異なる２種類の溶媒（例えば、トルエン、１－
ブロモナフタレン、１－クロロナフタレン、ジヨードメタン、イオウ入りジヨードメタン
など）の混合比を変化させて屈折率を変化させた溶媒中に透光性粒子を等量分散して液温
２５℃で濁度を測定し、濁度が極小になった時の溶媒の屈折率をアッベ屈折計を用いて液
温２５℃、５８９ｎｍの波長の光を用いて測定される。
【００２９】
　＜第１の透光性粒子＞
　本発明に用いる第１の透光性粒子は、平均粒子径が防眩層の平均膜厚よりも０．０１～
３．０μｍ大きいことが、防眩性を付与する点で必要であり、防眩性と膜表面の平坦部の
割合を多くし、ギラツキを良化させたり、薄膜干渉層を均一に積層することを両立するた
めには０．０５～３．０μｍ大きいことがより好ましく、０．２～２．５μｍ大きいこと
がさらに好ましい。
　第１の透光性粒子の平均粒径は３．０～２０μｍのものを用いるのが好ましい。透光性
粒子の平均粒径は、３．０μｍ～１５μｍがより好ましく、５．０μｍ～１２μｍがさら
に好ましい。平均粒径が３．０μｍ未満であると、防眩層の平均膜厚が薄くなり鉛筆硬度
といった膜の強度が不足する問題が生じる傾向がある。一方、２０μｍを超えると、添加
する層の膜厚を厚くする必要が生じ、膜のカールや脆性が悪化し、コスト上昇といった問
題が生じる傾向がある。
【００３０】
　防眩層の１つの凸部は実質的に５個以下の透光性粒子によって形成されていることが好
ましく、実質的に１個の透光性粒子によって凸部が形成されていることがより好ましい。
ここで「実質的に」とは、上記で定義された凸部のうち、９０％以上が好ましい態様を満
たしていることを意味する。凸部とは、防眩層の平均膜厚より大きい第１の透光性粒子が
粒子の存在しないマトリックス成分で形成された膜厚より突出している部分を指し、逆に
凹部は、第１の透光性粒子が粒子の存在しない部分を指す。
【００３１】
　第１の透光性粒子の種類については、凸部は実質的に１個の透光性粒子によって形成さ
れていることがより好ましいため、分散性の良好な粒子を選定することが好ましい。
【００３２】
　分散性の良好な第１の透光性粒子としては、ポリメチルメタクリレート粒子及び、ポリ
メチルメタクリレートとポリスチレンとの共重合体粒子など透光性の有機樹脂粒子が好ま
しい。該共重合体粒子中のポリメチルメタクリレート比率は、６０質量％以上であること
が、分散性の観点から好ましく、ポリメチルメタクリレート粒子であることが特に好まし
い。
【００３３】
　第１の透光性粒子として金属酸化物粒子を用いることもできる。金属酸化物粒子として
は、シリカ、アルミナなどの粒子を用いることもできるが、塗布液中での沈降しずらさや
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内部散乱性を変化させないなどの観点からは、凝集性の金属酸化物微粒子を用いることが
好ましい。凝集性の金属酸化物粒子は、防眩層の〔１〕表面凹凸付与、〔２〕屈折率調整
、〔３〕硬度アップ、〔４〕脆性、カール改良、等を目的に使用されるが、本発明におけ
る防眩層の表面凹凸付与に対し、透明性と安価である点から、上記金属酸化物微粒子とし
ては、凝集性のシリカ粒子と凝集性のアルミナ粒子が好適であり、なかでも、一次粒子径
が数十ｎｍの粒子が凝集体を形成した凝集性のシリカが、適度な表面凹凸を安定に付与で
きる点で好ましい。凝集性のシリカは、例えば、珪酸ナトリウムと硫酸の中和反応により
合成された、いわゆる湿式法により得ることができるがこれに限らない。湿式法にはさら
に沈降法、ゲル化法に大別させるが、本発明はどちらの方法であってもよい。凝集性シリ
カの二次粒径は、３．０～２０μｍの範囲が好ましいが、粒子を含有する防眩層の層厚と
組合わせて選択される。二次粒径の調整は、粒子の分散度（サンドミル等を用いた機械的
な分散、分散剤等を用いた化学的な分散、による制御を行う）で行う。
【００３４】
　上記の透光性粒子を用いる場合には、バインダー中又は塗布液中での粒子の分散安定性
及び沈降防止のために、シリカ等の可視光散乱を起こさない大きさの無機フィラーや、有
機化合物（モノマーでもポリマーであってもよい）等の分散剤を添加してもよい。 
【００３５】
　なお、無機フィラーを添加するときには、その添加量が増す程、透光性粒子の沈降防止
に有効であるが、塗膜の透明性に悪影響を与えない範囲内で用いることが好ましい。従っ
て、好ましくは、粒径０．５μｍ以下の無機フィラーを、バインダー１００質量部に対し
て塗膜の透明性を損なわない程度に、０．１質量部程度含有させるとよい。有機化合物等
の分散剤は、透光性粒子１００質量部に対して０．１～５０質量部添加するのが好ましい
。更に好ましくは０．１～４０質量部、特に好ましくは０．３～３０質量部である。０．
１質量部以上であれば、分散安定性に対する添加効果が現れ、５０量部以下であれば、分
散安定性に寄与しない成分が増えてブリードアウト等の問題が生じることがないので好ま
しい。
【００３６】
　バインダー中又は防眩層形成用塗料中での分散安定性及び沈降防止のためには、透光性
粒子の表面を表面処理してもよい。表面処理剤の種類としては、使用するバインダー、溶
媒により適宜選択される。
【００３７】
　上記防眩層の平均膜厚よりも大きい平均粒子径を有する第１の透光性粒子の添加量は防
眩層の全固形分に対して０．１～１質量％であることが、凹凸の密度を粗にすることで膜
表面の平坦部の割合を多くし、薄膜干渉層を均一に積層する点から必要である。より好ま
しくは０．１～０．７質量％、さらに好ましくは０．１５～０．５質量％である。添加量
を０．１～１質量％の範囲にしないと、防眩性、ギラツキ、反射率をともに良好にするこ
とはできず、添加量を０．１質量％未満にすると防眩性が不十分になり、膜の均質感がな
くなる。一方、１質量％を超えるとギラツキの悪化、反射率上昇などが起こる。
【００３８】
　防眩層の平均膜厚よりも大きい平均粒子径を有する第1の透光性粒子の防眩層における
単位面積当たりの個数としては、１～１００００個／ｍｍ２であることが好ましい。さら
に好ましくは５～５０００個／ｍｍ２、より好ましくは１０～１５００個／ｍｍ２、とく
に好ましくは１０～１０００個／ｍｍ２、最適には１０～５００個／ｍｍ２である。透光
性粒子の個数は光学顕微鏡にて２００の１０視野観察してそれぞれの個数をカウントし、
その平均値から算出することができる。
【００３９】
　粒子の粒度分布はコールターカウンター法により測定し、測定された分布を粒子数分布
に換算する。平均粒径は得られた粒子分布から算出したり、光散乱法や電子顕微鏡写真に
より測定できる。
【００４０】
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　＜第２の透光性粒子＞
　本発明では必要な内部散乱性を得るために前記第1の透光性粒子とは平均粒子径の異な
る第２の透光性粒子を併用して用いる。前記透光性粒子で防眩性を付与し、第２の透光性
粒子で内部散乱性を付与することが可能である。例えば、ディスプレイに防眩性反射防止
フィルムを貼り付けた場合に、「ギラツキ」と呼ばれる表示画像品位上の不具合が発生す
る場合がある。本発明では「ギラツキ」は防眩性で議論される電灯等の照明の映り込みの
まぶしさの有無ではなく、防眩性反射防止フィルム表面に存在する凹凸が引き起こすレン
ズ効果により画素が拡大もしくは縮小され輝度の均一性を失い、人の目にはＲ、Ｇ、Ｂが
ぎらついて見えてしまうことに由来するが、防眩性を付与する透光性粒子よりも小さな粒
子径で、バインダーとは屈折率の異なる透光性粒子を併用することにより大きく改善する
ことができる。
【００４１】
　本発明において第２の透光性粒子を併用すると、第２の透光性粒子起因の膜の凹凸が発
生し、膜表面の平坦部の割合が減る問題がある。第２の透光性粒子の分散性が悪く、大き
な凝集体を形成すると防眩層表面が荒れた構造となり、防眩層上に薄膜干渉層の低屈折率
層を設けた際の膜厚均一性が悪化し、反射率が低い光学フィルムが得られない場合がある
ので、分散性が良好な粒子とするのが好ましい。特に、反射率を下げるために、高屈折率
層及び低屈折率層の２層設けたり、更に高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層の３層以上
設けたりした場合は、膜厚均一性が悪化し、反射率が低い光学フィルムが得られない場合
があるので、本発明では、第２の透光性粒子の凝集による膜表面の平坦部の割合減少を防
ぐことを目的に、第２の透光性粒子として、無機酸化物粒子を用いる。
【００４２】
　第２の透光性粒子は防眩層の平均膜厚よりも小さい平均粒子径を有することが好ましい
。具体的には、表面凹凸に寄与することなく内部散乱性を付与するためには、第２の透光
性粒子の平均粒子径は、防眩層の平均膜厚の０．１０μｍ以上小さいことが、膜の平坦部
を減少させにくいために必要であり、１μｍ以上小さいことが好ましく、２μｍ以上小さ
いことがより好ましく、３μｍ以上小さいことがさらに好ましい。
【００４３】
　第２の透光性粒子の配合割合は、防眩層の全固形分に対して２質量％～３０質量％とす
るのが、内部散乱性を付与し、ギラツキを改良するという点で必要であり、３～２５質量
％とするのが好ましく、５～２０質量％とするのがより好ましい。
【００４４】
　本発明において、用いられる第２の透光性粒子の粒度分布は、ヘイズ値と拡散性の制御
、塗布面状の均質性の観点から、単分散性の粒子であること、すなわち粒子径が均一な粒
子であることが好ましい。粒子径の均一さを表すＣＶ値は０～１０％が好ましく、より好
ましくは０～８％、更に好ましくは０～５％である。さらに平均粒子径よりも２０％以上
粒子径が大きな粒子を粗大粒子と定義した場合、この粗大粒子の割合は全粒子数の１％以
下であることが好ましく、より好ましくは０．１％以下であり、さらに好ましくは０．０
１％以下である。このような粒度分布を持つ透光性粒子は、調製又は合成反応後に、分級
することも有力な手段であり、分級の回数を上げることやその程度を強くすることで、望
ましい分布の粒子を得ることができる。分級には風力分級法、遠心分級法、沈降分級法、
濾過分級法、静電分級法等の方法を用いることが好ましい。
　透光性粒子の平均粒子径は、該透光性粒子を光学顕微鏡により観察し、観察された１０
０００個の粒子直径の平均値から算出する。
　粒度分布に関しては、第１の透光性粒子も上記範囲に入ることがより好ましい。
【００４５】
　上記の第１、第２の透光性粒子を用いる場合に、バインダー中又は塗布液中での粒子の
分散安定性及び沈降防止のために、シリカ等の可視光散乱を起こさない大きさの無機フィ
ラーや、シランカップリング剤などで表面処理したり、有機化合物（モノマーでもポリマ
ーであってもよい）等の分散剤を添加したりするのが好ましい。
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【００４６】
　なお、無機フィラーを添加するときには、その添加量が増す程、透光性粒子の沈降防止
に有効であるが、塗膜の透明性に悪影響を与えない範囲内で用いることが好ましい。従っ
て、好ましくは、粒径０．５μｍ以下の無機フィラーを、バインダー１００質量部に対し
て塗膜の透明性を損なわない程度に、０．１質量部程度含有させるとよい。シランカップ
リング剤や分散剤は、透光性粒子１００質量部に対して０．１～５０質量部添加するのが
好ましい。更に好ましくは０．１～４０質量部、特に好ましくは０．３～３０質量部であ
る。０．１質量部以上であれば、分散安定性に対する添加効果が現れ、５０量部以下であ
れば、分散安定性に寄与しない成分が増えてブリードアウト等の問題が生じることがない
ので好ましい。
【００４７】
　シランカップリング剤としては、ビニルトリメトキシシランやビニルトリエトキシシラ
ン等のビニル系シランカップリング剤；Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピル
メチルジメトキシシラン、３－Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン等
のアミノ系シランカップリング剤；γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のエ
ポキシ系シランカップリング剤；アクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のアクリロ
キシ系シランカップリング剤；３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のメタ
クリロキシ系シランカップリング剤；３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等のメ
ルカプト系シランカップリング剤；メチルトリメトキシシラン、トリメチルメトキシシラ
ン、デシルトリエトキシシラン、ヒドロキシエチルトリメトキシシラン等のアルキル系シ
ランカップリング剤；（トリデカフルオロ－１，１，２，２－テトラヒドロオクチル）ト
リエトキシシラン等のフッ素含有有機基を有するシリコン化合物などが利用できる。 
　以上の他にも、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、ジイソプロポ
キシアルミニウムアルキルアセトアセテート、ジイソプロポキシアルミニウムモノメタク
リレート、アルミニウムステアレートオキサイドトリマー、イソプロポキシアルミニウム
アルキルアセトアセテートモノ（ジオクチルホスフェート）等の各種アルミニウム系カッ
プリング剤、ジルコニウムジｎ－ブトキシド（ビス－２，４－ペンタンジオネート）、ジ
ルコニウムトリｎ－ブトキシドペンタンジオネート、ジルコニウムジメタクリレートジブ
トキシド等の各種ジルコニウム化合物、更にイソプロピルトリイソステアロイルチタネー
ト、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロ
イルチタネート、イソプロピルトリデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピル
トリクミルフェニルチタネート等のチタネート系カップリング剤等が挙げられる。
【００４８】
（無機酸化物粒子）
　本発明にかかる透光性粒子を構成する無機酸化物粒子は、下記の３種類の形態を共にも
しくは何れか有していることが好ましい。
　無機酸化物粒子（１）：シリカもしくはアルミナを主成分とする無機酸化物粒子
　無機酸化物粒子（２）：シリカを主成分とする核部と、シリカとシリコン以外の周期表
４族または１４族の金属の酸化物とを主成分とするシリカ系複合酸化物の被覆層とよりな
る無機酸化物粒子
　無機酸化物粒子（３）：シリカとシリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化
物を含有するシリカ系複合酸化物よりなる無機酸化物粒子
【００４９】
　本発明の無機酸化物粒子の屈折率は、１．４０～１．９０、好ましくは１．４２～１．
７０である。１．４０未満の場合は、屈折率を下げるために多孔質構造を有することで、
透光性樹脂や溶剤が多孔質部分に入り込み、無機酸化物粒子の屈折率が変化して内部散乱
性制御が困難になる傾向がある。また、１．９０を越えた場合、粒子の単分散性が得られ
にくくなり好ましくない傾向がある。
【００５０】
　本発明の無機酸化物粒子の平均粒子径は、例えば、１．１～１９μｍの範囲であり、好
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ましくは１．１～１５μｍであり、特に好ましくは１．５～１０μｍである。１．１μｍ
未満の場合は、粒子径が小さくなることによって溶媒や樹脂中での分散性が低下し使い難
くなる傾向がある。また、光の散乱効率が低くなることが懸念される傾向がある。一方、
１９μｍを超えた場合は、膜表面の平坦部の割合を減らさないために、膜厚を厚くする必
要が生じ、膜のカールや脆性が悪化し、コスト上昇といった問題が生じる傾向がある。
【００５１】
　また本発明において、第１の透光性粒子の平均粒子径は、無機酸化物粒子（第２の透光
性粒子）の平均粒子径より２μｍ以上大きいことが好ましい。これにより、膜表面の微細
な凹凸が発生せず、平坦度の上昇を抑えるという効果を奏する。さらに好ましくは、第１
の透光性粒子の平均粒子径は、無機酸化物粒子の平均粒子径より２．５μｍ以上大きいの
がよい。
【００５２】
　ここでは、無機酸化物粒子（１）について説明する。
　粒子径が均一な粒子が得られ易い性質を損なわない範囲で、シリカもしくはアルミナ以
外の他の成分を含んでいても良い。一般には、シリカもしくはアルミナの含有率は、８０
モル％以上、好ましくは８５モル％以上、さらに好ましくは９０モル％以上であることが
好ましい。なお、特に粒子径が均一な粒子を形成するためには、含有率は９９モル％以上
であることが好ましい。
【００５３】
　ここでは、無機酸化物粒子（２）について説明する。
　無機酸化物粒子（２）は、シリカを主成分とする核部を有する。即ち、シリカは、吸水
率が低く、熱膨張係数が小さい等の特性から有用であるが、他の特性として、球状や略球
状、特に、後記の電子顕微鏡の撮影像から求められる円形度が０．８以上の真球に近い粒
子を得易いという点がある。
【００５４】
　ここで、透光性粒子としては、形状が均一であり、且つ、平均粒子径や粒度分布の再現
性が高いものが望ましく、より真球状で、単分散性にも優れたものが好適である。得られ
る無機酸化物粒子の形状は、核部の形状に大きく影響されるため、本発明における球状無
機酸化物粒子は、核部として、上記シリカを主成分とする粒子を使用することにより、上
記透光性粒子に求められる性状を良好に満足したものになる。
【００５５】
　かかる球状の粒子を他の酸化物によって得ることは困難であり、特に、粒子径が大きい
球状粒子を得る場合、シリカを主成分とする粒子を核部として使用することによる効果が
顕著に発揮される。この核部の粒子径は、具体的には、０．５μｍ以上が好ましく、より
好ましくは０．５～８μｍ、更に好ましくは０．８～５μｍである。また、電子顕微鏡の
撮影像から求められる円形度は、０．８以上であるが、好ましくは０．８５以上、さらに
好ましくは０．９０以上、最も好ましくは０．９２以上であるのが好ましい。
【００５６】
　なお、核部を形成するシリカは、球状が得られ易い性質を損なわない範囲で、シリカ以
外の他の金属酸化物を含んでいても良い。一般には、該核部中のシリカの含有率は、８０
モル％以上、好ましくは８５モル％以上、さらに好ましくは９０モル％以上であることが
好ましい。なお、特に前記円形度の高い核部を形成するためには、シリカの含有率は９９
モル％以上であることが好ましい。シリカ以外の他の金属酸化物としては、酸化ナトリウ
ムや酸化カリウム等のシリカと結合可能な周期表１族の金属の酸化物、及び酸化マグネシ
ウムや酸化カルシウム等のシリカと結合可能な周期表２族の金属の酸化物、及び酸化ホウ
素や酸化アルミニウム等のシリカと結合可能な周期表第１３族の金属の酸化物、及び酸化
チタンや酸化ゲルマニウム等のシリカと結合可能な周期表４族または１４族の金属の酸化
物などが挙げられる。
【００５７】
　上記核部の代表的な製造方法としては、特開平６－２５４３８３号公報、特開平８－０
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４８５０５号公報、特開昭６２－７２５１６号公報等などに記載されているように、ゾル
ゲル法を応用した方法が挙げられる。
【００５８】
　上記方法によれば、単分散性の指標となる粒子径の変動係数が１０％以下のものも容易
に得られるため、得られる無機酸化物粒子の単分散性を向上させるために有効である。
【００５９】
　本発明にかかる無機酸化物粒子（２）は、上記のシリカを主成分とする核部を、シリカ
とシリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物とを主な構成成分とするシリカ
系複合酸化物よりなる被覆層で被覆した二層構造を有する。
【００６０】
　シリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物としては、ＧｅＯ２、ＳｎＯ２

、ＰｂＯ２、ＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２等が挙げられる。これらの中でも、ＴｉＯ２

（チタニア）やＺｒＯ２（ジルコニア）は、原料が安価で入手が容易である上に、屈折率
が高いために、少量の添加によって高屈折率の被覆層を形成し易いために極めて好適に採
用できる。なお、シリカ－チタニアやシリカ－ジルコニアの二成分系以外に、シリカ－チ
タニア－ジルコニアの三成分系も好適である。
【００６１】
　本発明の被覆層に使用するシリカ系複合酸化物は、例えばシリコン以外の周期表４族ま
たは１４族の金属の酸化物がチタニアの場合、シリカとチタニアが分子オーダーで均一に
複合化されたものであって、単にシリカとチタニアの混合物とは異なる。したがって、該
シリカ系複合酸化物は、シリカとシリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物
の構成成分が一般には化学的に結合して存在するもので、これらの構成成分を物理的に分
離することは、通常はできない。両成分が化学的に結合していることは、赤外スペクトル
や屈折率（粒子の光学的な透明性）を測定することで確認できる。
【００６２】
　なお、本発明の無機酸化物粒子は、特に高温で焼成しない限りは非晶質であるため光学
的な等方性が高く良好であるが、被覆層であるシリカ系複合酸化物層の屈折率を向上させ
るために１０００℃前後の温度で焼成したものにしても良い。１０００℃前後の高温で焼
成した場合はシリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物（例えば、チタニア
やジルコニア）の一部が結晶化する場合があるが、光学的な透明性を維持できる範囲であ
れば問題なく使用できる。即ち、粒子同士が焼結してしまったり、結晶が大きくなり過ぎ
て可視光領域において不透明になったりしない（全光線透過率が大幅に低下しない）範囲
であれば問題なく使用できる。そのためには粒子の焼成温度を３００～１１００℃、好ま
しくは５００～１０５０℃とすることが好ましい。なお、結晶性の程度についてはＸ線回
折等の手段で解析できる。
【００６３】
　本発明の無機酸化物粒子において、被覆層に含有されるシリコン以外の周期表４族また
は１４族の金属の酸化物は、一般に高屈折率材料であり、これらの含有率が高いほど、マ
トリックス樹脂との屈折率差を大きくでき、光散乱効率が高くできる粒子を得ることがで
きる。
【００６４】
　一般的に、屈折率が１．６を超えた粒子は、従来市販の樹脂ビーズでは達成できなかっ
た領域であり、透光性粒子として極めて有用である。このため、本発明の複合酸化物粒子
においても、被覆層の屈折率は１．６～２．０の範囲、好ましくは１．６５～１．９５の
範囲、さらに好ましくは１．７０～１．９０の範囲とするのが好適である。
【００６５】
　なお、本発明において、無機酸化物粒子の屈折率は、２５℃で５８９ｎｍの波長の光を
用いて液浸法により測定した値をいう。
【００６６】
　なお、上記無機酸化物粒子は、シリカを主成分とする核部を、高屈折率を有する前記シ
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リカ系複合酸化物で被覆した二層構造の粒子であるため、粒子自身の屈折率を直接測定す
ることは困難である。参考のために、１０５０℃で１２時間焼成したシリカ－チタニア系
複合酸化物粒子のチタニア含有率と粒子の屈折率の関係が、チタニア含有率にほぼ比例す
るため、チタニア含有率を制御すれば粒子の屈折率を自由に調整できる。本発明における
、上記被覆層の屈折率とは、同じ乾燥または焼成条件で得たシリカ系複合酸化物粒子にお
ける、シリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物の含有率と粒子の屈折率と
の関係をもとに、該被覆層の組成から換算して求めた値である。
【００６７】
　ここで、被覆層の屈折率を上記のような範囲とするためには、チタニアやジルコニアな
どの周期表４族または１４族の金属の酸化物の含有率は２２～７０ｍｏｌ％の範囲、好ま
しくは２５～６５ｍｏｌ％、さらに好ましくは３０～６０ｍｏｌ％の範囲とすることが必
要である。なお、ここで言う周期表４族または１４族の金属の酸化物の含有率とは、シリ
カ系複合酸化物を構成するシリコンのモル数をＳｉ、シリコン以外の周期表４族または１
４族の金属の酸化物を構成する金属元素のモル数をＭとすると、Ｍ／（Ｓｉ＋Ｍ）×１０
０で表わされる。上記含有率が２２ｍｏｌ％未満の場合には光散乱効果が小さい場合があ
り、７０ｍｏｌ％を超えるとチタニアなどのシリコン以外の周期表４族または１４族の金
属の酸化物が結晶化し易くなるために全光線透過率が低下することなどが懸念される。
【００６８】
　以上のように、本発明の粒子は、被覆層が実質的にチタニアやジルコニアなどの金属酸
化物の単一組成で構成されるのではなく、シリカとの複合酸化物にすることによって、金
属酸化物の結晶化が抑制され、全光線透過率が高いという特徴がある。
【００６９】
　本発明においては、被覆層の厚みは０．０３μｍ以上であることが重要である。被覆層
の厚みが薄い場合には、光が被覆層を経由して粒子中を透過し易くなるため、光散乱効率
が低下する場合がある。したがって、被覆層の厚みは０．０３μｍ以上、好ましくは０．
０５～２μｍ、さらに好ましくは０．１～１μｍであることが光散乱効率を向上させる上
で好ましい。
【００７０】
　さらに、本発明の無機酸化物粒子は、電子顕微鏡の撮影像から求められる円形度が例え
ば０．８以上であり、好ましくは０．８５以上、さらに好ましくは０．９０以上、最も好
ましくは０．９２以上である。本発明の粒子が、このように球形性に優れたものになる理
由は、前記したように核部に球形性の高いシリカ粒子を使用しているためであり、該核部
の外側に形成される被覆層も、これに追従して球状になるからである。ここで、前記円形
度が０．８以上であれば、光の散乱が等方的になり、さらに光散乱性能の再現性も高くな
り好ましい。前記円形度が０．８未満の場合は、樹脂中に高充填し難くなり、コーティン
グ剤に応用した場合に粘度が高くなったり、コート膜にしたときに表面にザラツキ感が出
たり、傷つき易くなったりすることも懸念される。
【００７１】
　上記円形度を始め、粒子の形状、平均粒子径、粒子径の変動係数等の情報は、電子顕微
鏡像を画像解析することによって調べることができる。なお、ここで円形度は、電子顕微
鏡の撮影像を画像処理することによって求められる値である。画像処理で得られた粒子の
面積をＳ、粒子の周囲長をＬとすると、
　円形度＝（４・π・Ｓ）／（Ｌ２）
である。２００以上のサンプル数で平均して値を求めることにより、再現性のある実質的
な一定値が得られる。
【００７２】
　本発明の無機酸化物粒子は、前記被覆層の表面に、さらに最外層としてシリカを被覆し
ても良い。例えば、核部がシリカ、被覆層がシリカとチタニアよりなるシリカ系複合酸化
物の場合、表面にチタニア成分が一部露出する場合がある。チタニアは紫外線を吸収する
ことによって有機物を分解する、いわゆる光触媒能があることが知られているが、長期間
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太陽光下で使用した場合に樹脂バインダーなどが劣化することが懸念される。そのような
場合は、本発明の無機酸化物粒子の最外層に、さらにシリカを被覆することによって光劣
化の問題を軽減または解消することができる。上記最外層のシリカ被覆層の厚みは、１ｎ
ｍ以上、好ましくは２～１０００ｎｍ、更に好ましくは３～１００ｎｍが好ましい。
【００７３】
　本発明の無機酸化物粒子は、前記したような要件が備わった粒子が得られる限り、その
製造方法は何ら限定されるものではない。好適な製造方法としては、以下の方法が挙げら
れる。
【００７４】
　すなわち、まず、シリコンのアルコキシドを触媒を含む含水有機溶媒（１）中で加水分
解・縮合させることによって核部となる球状のシリカ粒子を製造し、続いて、シリコンの
アルコキシドとシリコン以外の周期表４族または１４族の金属のアルコキシドを混合した
原料を前記シリカ粒子が分散された触媒を含む含水有機溶媒（２）中で加水分解・縮合さ
せることによって前記シリカ粒子の表面にシリカとシリコン以外の周期表４族または１４
族の金属の酸化物よりなる被覆層を形成する方法が挙げられる。
【００７５】
　ここで、用いる含水有機溶媒（１）及び（２）中の有機溶媒としては、メチルアルコー
ル、エチルアルコール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブチル
アルコール、イソブチルアルコール、ｓｅｃ－ブチルアルコール、ｔｅｒｔ－ブチルアル
コール、ペンチルアルコール、ヘキシルアルコールなどのアルコール類、エチレングリコ
ールやグリセリンなどの多価アルコール類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン
類、ジオキサン、ジエチルエーテルなどのエーテル類、酢酸エチルなどのエステル類、そ
の他水と相溶性のある有機溶媒が単独または複数混合して用いられる。
【００７６】
　含水有機溶媒（１）においては、メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピル
アルコールのような低級アルコール類が金属アルコキシドや水との相溶性も高く、また粘
度も低いために、特に、核部となる粒子を製造する際に好適に使用される。
【００７７】
　一方、含水有機溶媒（２）においては、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコ
ール、ｎ－ブチルアルコール、イソブチルアルコール、ｓｅｃ－ブチルアルコール、ｔｅ
ｒｔ－ブチルアルコール、更にはペンチルアルコールやヘキシルアルコールのような長鎖
アルコール類が、金属アルコキシドの反応性を制御するのに好適であり、特に、被覆層を
形成する際には好適な場合がある。即ち、シリコンのアルコキシドとシリコン以外の周期
表４族または１４族の金属のアルコキシドを混合した原料の加水分解・縮合の反応性は、
シリコンのアルコキシドのそれよりも非常に高いためにｔｅｒｔ－ブチルアルコールのよ
うな長鎖アルコールを使用した方が微粒子の発生を抑制でき、被覆層を形成するのに好適
である。
【００７８】
　触媒を含む含水有機溶媒（１）及び（２）中の上記有機溶媒の割合は、およそ３～９５
％、好ましくは６０～９０％の範囲が好適である。
【００７９】
　また、金属アルコキシドを加水分解するための触媒としては、Ｎ（ＣＨ３）３等のアミ
ン、Ｎ（ＣＨ３）４ＯＨ、アンモニア、ＬｉＯＨ、ＮａＯＨ、ＫＯＨなどの塩基が好適に
使用できる。特に、アンモニアやアミンの場合は、製造した無機酸化物粒子を焼成すれば
粒子中に塩基が残留しないために、加水分解用の触媒として極めて好適である。触媒の添
加量は、用いる触媒の種類や含水有機溶媒中の水と有機溶媒の種類や含有率によって異な
るために一概には言えないが、ｐＨが１０以上、好ましくは１１以上になるように添加す
るのが好ましい。触媒として最も好適なアンモニアの場合は、ＮＨ３としての質量分率で
２～１０％、好ましくは３～７％の範囲が好適である。
【００８０】
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　触媒を含む含水有機溶媒（１）及び（２）中の水の割合は、用いる金属アルコキシドの
種類によって異なるため一概には言えないが、３～９５％、好ましくは、５～４０％、さ
らに好ましくは５～２０％の範囲が好適である。
【００８１】
　金属アルコキシドとしては、前記の触媒を含む含水有機溶媒中で加水分解を受けて金属
酸化物になるものであれば公知の化合物が何ら制限なく採用される。
【００８２】
　シリカの原料となるシリコンのアルコキシドの代表的なものを例示すると、例えば、一
般式Ｓｉ（ＯＲ）４またはＳｉＲ'ｎ（ＯＲ）４－ｎで示されるシリコンのアルコキシド
、またはシリコンのアルコキシドを部分的に加水分解して得られる低縮合物が工業的に入
手し易く、その１種または２種以上の混合物が好ましく用いられる。なお、上記シリコン
のアルコキシドの一般式において、ＲおよびＲ'はアルキル基で、例えばメチル基、エチ
ル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などの低級アルキル基が好適である。ｎは
１～３の整数である。
【００８３】
　また、シリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物の原料となる金属アルコ
キシドとしては、シリコン以外の周期表４族または１４族の金属のアルコキシドが特に制
限されず使用される。例えば、一般式Ｍ（ＯＲ）４（但し、Ｒはアルキル基）で表示され
る金属アルコキシドまたは上記一般式中の一つ又は二つのアルコキシド基（ＯＲ）がカル
ボキシル基あるいはβ－ジカルボニル基で置換された化合物が好ましい。ここでＭはシリ
コン以外の周期表４族または１４族で、具体的には例えば、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｔｉ、Ｚ
ｒ、Ｈｆ等が好適に使用される。本発明において一般に好適に使用される上記化合物を更
に具体的に例示すると、Ｔｉ（Ｏ－ｉｓｏＣ３Ｈ７）４、Ｔｉ（Ｏ－ｎＣ４Ｈ９）４等の
化合物および上記Ｔｉに代わって、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｚｒ、Ｈｆ等で代替した周期表４
族または１４族の金属の化合物などが挙げられる。
【００８４】
　なお、真球性のより高い無機酸化物粒子を得ようとした場合には、上記の化合物の中で
もＴｉおよび／またはＺｒのアルコキシドが最も好適に採用できる。
【００８５】
　シリカを主成分とする核部を製造する際には、前述したように公知の技術を採用するこ
とができる。具体的な方法は、例えば、特開平０６－２５４３８３号公報、特開平０８－
０４８５０５号公報、特開昭６２－７２５１６号公報等に記載されている。上記のような
方法を採用すれば、真球性のより高いシリカを主成分とした粒子が得られる。
【００８６】
　シリカとシリコン以外の周期表４族または１４族の金属の酸化物とを主成分とするシリ
カ系複合酸化物の被覆層を製造する際には、こうしたシリカ系複合酸化物からなる粒子の
公知の製造方法を応用することができる。
【００８７】
　即ち、被覆層を製造するためには、金属アルコキシドとして上述したシリコンのアルコ
キシドと、シリコン以外の周期表４族または１４族の金属のアルコキシドを１種または２
種以上混合して用いるが、両者は予め混合したものを原料として用いることができる。特
に、本発明の無機酸化物粒子を得るためには、両者を混合する前に予めシリコンのアルコ
キシドの一部又は全部を部分的に加水分解（以下では、部分加水分解ともいう）させるこ
とが有効であり、さらにまた、以下に説明するように、部分加水分解させるときに使用す
る水の量をコントロールすることが極めて効果的である。
【００８８】
　下記のような条件でシリコンのアルコシキドを水で部分加水分解した後にシリコン以外
の周期表４族または１４族の金属のアルコキシドと混合して複合アルコキシドを調製する
ことによって、シリカ系複合酸化物よりなる被覆層を効率良く製造することができる。本
発明の粒子のように、被覆層を形成するシリカ系複合酸化物における、シリコン以外の周
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期表４族または１４族の酸化物の含有率が２２モル％以上の高含有量のものは、特に、下
記に示す条件で部分加水分解することが望ましい。
【００８９】
　即ち、Ｘをシリカ系複合酸化物中におけるシリコン以外の周期表４族または１４族の金
属の酸化物の含有率（モル％）とし、Ｙをシリコン以外の周期表４族または１４族の金属
のアルコキシドに対する水の当量とすると、
i) ２２≦Ｘ＜３０のとき、
　Ｙ＝２～４
ii) ３０≦Ｘ≦５０のとき、
　－０．０６Ｘ＋３．５＜Ｙ＜－０．０６Ｘ＋４．５
好適には、
　－０．０６Ｘ＋３．７＜Ｙ＜－０．０６Ｘ＋４．３
iii) ５０＜Ｘ≦７０のとき、
　（１００／Ｘ－１）－０．５＜Ｙ＜（１００／Ｘ－１）＋０．５
好適には、
　（１００／Ｘ－１）－０．３＜Ｙ＜（１００／Ｘ－１）＋０．３
の範囲が良好である。
【００９０】
　シリコンのアルコキシドを部分加水分解する際の水の量が上記範囲よりも少ない場合や
多い場合には、被覆層を形成する際に反応を制御することが難しくなり、得られる無機酸
化物粒子の球形性が低下する。また、微粒子が発生し易くなったり、融着粒子が多く生成
したり、極端な場合は粒子合成中に粒子同士が凝集してしまうおそれも生じる。
【００９１】
　上記部分加水分解の目的は、シリコンのアルコキシドの一部を加水分解することによっ
て分子内にシラノール基（ＳｉＯＨ）を生成させ、次に該シラノール基とシリコン以外の
周期表４族または１４族の金属のアルコキシドとを反応させ、シリコンとシリコン以外の
周期表４族または１４族の金属の複合アルコキシドを生成させることにあると本発明者等
は考えている。したがって、シリコンのアルコキシド、シリコン以外の金属のアルコキシ
ド及び予備加水分解に使用する水の３者のモル比を精密に管理する必要があるものと考え
られる。
【００９２】
　シリコンのアルコキシドを部分加水分解する際には、該アルコキシドと水の両方に対し
て相溶性のあるメタノールやエタノールのような低級アルコール等の有機溶媒を併用する
ことが好ましい。アルコール等の有機溶媒を使用しない場合は、シリコンのアルコキシド
と水が相分離する傾向があり、部分加水分解が進行しないか、または非常に反応が遅くな
る場合がある。また、部分加水分解を迅速に進めるために、前記の水には、触媒を添加す
ることも好ましい。触媒としては酸が好適で、具体的には、塩酸、硫酸、硝酸、シュウ酸
などが挙げられるが、特に制限はない。酸の濃度としては、水のｐＨが１～４の範囲にな
るように添加するのが良い。
【００９３】
　上述したように、シリコンのアルコキシドを水で部分加水分解した後にシリコン以外の
周期表４族または１４族の金属のアルコキシドと混合することによって複合アルコキシド
からなる原料を調製した後、シリカを主成分とする核粒子を分散した塩基性触媒を含む含
水有機溶媒（２）〔以下、反応液ともいう〕中で前記原料を加水分解・縮合させてシリカ
系複合酸化物よりなる被覆層を形成する。
【００９４】
　上記原料は、液中滴下することが好ましい。液中滴下とは、上記原料を反応液中に滴下
する際、滴下口先端が反応液中に浸されていることを言う。滴下口先端の位置は、液中に
あれば特に限定されないが、攪拌羽根の近傍などの充分に攪拌が行われる位置が望ましい
。液中滴下をせずに、例えば、反応液の上部から液上滴下した場合には粒子が凝集しやす
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いため好ましくない。
【００９５】
　また、上記原料と共に、別途調製されたアルカリ性水溶液を、触媒を含む含水有機溶媒
中に同時滴下しても良い。該アルカリ性水溶液としては、１０～３０質量％のアンモニア
水などが好適である。なお、上記原料中のシリコンとシリコン以外の金属の総モル数に対
して、該アルカリ性水溶液中の水のモル数が１～６倍モル、好ましくは２～５倍モルとな
るような供給比でアルカリ性水溶液を滴下することが好ましい。アルカリ性水溶液の滴下
は、特に液中滴下する必要はないが、攪拌羽根近傍で液中滴下した方が、反応液中での攪
拌が充分に行われるので好ましい。上記のようにアルカリ性水溶液を同時滴下することに
よって、固形分濃度を高くして粒子を合成できるので、収率の高い合成が可能となる。
【００９６】
　また、粒子の単分散性を上げるためには、滴下速度も重要な因子である。滴下速度は、
できる限り遅くした方が、単分散性は高くなる傾向にある。しかしながら、滴下速度が遅
い場合には、合成が終了するまでに長時間を要するため、実用的ではない。そのため、合
成初期は滴下速度を遅くし、後半になってから滴下速度を速めるのも本発明を実施する上
で好ましい態様である。
【００９７】
　複合アルコキシドからなる原料およびアルカリ性水溶液は、それぞれ滴下を開始してか
ら終了するまで連続的に滴下することが好ましい。なお、ここで言う連続的とは、好まし
くは１０分以上、さらに好ましくは３分以上の間隔を空けないことを言う。滴下速度は、
必ずしも一定である必要はないが、滴下速度を変える場合には連続的に変えた方が望まし
い。特開平４－７７３０９号公報には、数回に分けて水を添加することが記されているが
、このような方法では、急激な水の添加によって反応液中の雰囲気が乱され、粒子同志の
凝集や、新たな核粒子の発生などが起こるため、好ましい方法ではない。
【００９８】
　加水分解を行うときの反応槽の温度は、０℃～５０℃の範囲であれば良く、用いるアル
コキシドの種類によって適宜選択される。
【００９９】
　その他、加水分解に使用する反応容器、上記以外の反応条件等は公知のものが何ら制限
なく採用される。
【０１００】
　上記のように合成方法を採択することによって、シリカを主成分とする核部の周囲に、
シリカ系複合酸化物よりなる被覆層を効率良く形成することができる。
【０１０１】
　合成終了後の粒子は、反応液中に分散したコロイド状の粒子分散液として得られる。用
途によっては、そのまま使用しても良いし、反応液の溶媒を水もしくはアルコールなどの
有機溶媒に溶媒置換した後に使用しても良い。
【０１０２】
　また、粒子を合成した後、遠心分離、ろ過、蒸留、スプレードライなどの手法で固液分
離し、粉末の形で取り出しても良い。取り出した粉末は乾燥させることができる。乾燥温
度は５０℃以上３００℃未満の範囲が好適で、乾燥時間は数時間から数日の間が好適であ
る。乾燥した粉末はさらに高い温度で焼成することができる。
【０１０３】
　焼成温度は３００℃～１１００℃の範囲が好適で、焼成時間は１～２４時間の範囲が好
適である。乾燥または焼成後の粒子は、ボールミルやジェットミルなどを使用して粒子一
つひとつに解砕することができる。また、樹脂や溶剤等に分散して使用する場合には、高
シェアの分散機を使用することによって、樹脂や溶剤への分散と同時に粒子の解砕を行う
ことができる。更に、樹脂や溶剤への分散性を向上させるために該粒子はシランカップリ
ング剤などの表面処理剤で処理しても良いし、界面活性剤などを併用して分散性を向上さ
せることもできる。
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【０１０４】
　次に、無機酸化物粒子（３）について説明する。
　本発明においては、シリカ系複合酸化物粒子に配合するシリカ以外の周期表４族または
１４族の金属の酸化物の種類は特に制限はない。シリカ成分と結合し、単分散性の高い球
状粒子を形成できる金属酸化物が好適に採用できる。
【０１０５】
　例えば具体的には、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、ス
トロンチウム、バリウム、アルミニウム、チタニウム、ジルコニウム、ゲルマニウム、ハ
フニウム、錫または鉛などの金属の酸化物が好適である。なお、単分散性の高い球状のシ
リカ系複合酸化物粒子を得ようとした場合には、上記の金属の酸化物の中でも、周期律表
第４族金属の酸化物がさらに好適である。また、さらに単分散性を高めた球状のシリカ系
複合酸化物粒子を得ようとした場合には、周期律表第４族金属の酸化物の中でも、チタニ
アおよび／またはジルコニアが最も好適である。
【０１０６】
　また、上記金属酸化物を単独でシリカと複合化させても良いし、複数の金属の酸化物を
シリカと複合化させても良い。例えば、シリカ以外の金属酸化物として、チタニアとジル
コニアの両方を使用して、シリカ－チタニア－ジルコニアの３元系のシリカ系複合酸化物
粒子にしても良い。上記の他に、シリカ－チタニア－酸化ナトリウム、シリカ－ジルコニ
ア－酸化ナトリウム、シリカ－アルミナ－チタニアなどの３元系のシリカ系複合酸化物粒
子が挙げられる。さらにまた、Ｎｄ、Ｃｅ、Ｅｒ、Ｔｂ、Ｔｍなどの希土類元素の酸化物
などを少量添加して光学的な活性を増加させれば、微小球レーザーなどへの応用も可能で
ある。
【０１０７】
　本発明の無機酸化物粒子（３）は、シリカ以外の金属酸化物の含有率が３０～５０モル
％の範囲である。なお、ここで言う金属酸化物の含有率とは、シリカを構成するシリコン
のモル数をＳｉ、金属酸化物を構成する金属元素のモル数をＭとすると、Ｍ／（Ｓｉ＋Ｍ
）×１００で表わされる。なお、前述したような３元系のシリカ系複合酸化物粒子の場合
は、Ｍはシリカ以外の金属酸化物の総モル数である。
【０１０８】
　上記金属酸化物の含有率が３０モル％未満の場合は、従来公知の方法でも単分散性の高
い球状のシリカ系複合酸化物粒子を製造することが可能である。本発明においては、製造
方法を改良することによって、従来製造することができなかった、金属酸化物の含有率が
３０～５０モル％の範囲の単分散性の高い球状のシリカ系複合酸化物粒子を製造すること
が可能となった。なお、金属酸化物の含有率が５０モル％を超えると、単分散性が低下し
たり、凝集したりするため、製造が困難となる傾向にある。
【０１０９】
　本発明の無機酸化物粒子（３）は、粒子径の変動係数が３０％以下、好ましくは２０％
以下、さらに好ましくは１０％以下の単分散性の優れた球状のシリカ系複合酸化物粒子で
ある。粒子の形状が球状であることによって、例えば樹脂等に充填する際に、複合樹脂の
粘度を下げたり、樹脂中の粒子の充填率を上げることなどが可能である。また、粒子径の
変動係数が３０％以下であることによって、透明性を損なうことなしに樹脂などに高充填
できるという効果がある。
【０１１０】
　本発明のシリカ系複合酸化物粒子は、走査型や透過型の電子顕微鏡等を用いることによ
って粒子形状を確認することができる。また、該粒子の平均粒子径や単分散性（粒子径の
変動係数）は、前記電子顕微鏡像を解析したり、精度の高い粒度分布計などで計測するこ
とができる。好適には、上記の電子顕微鏡像を市販の画像解析装置を用いて解析すること
によって、平均粒子径、粒子径の変動係数、円形度などを求めることができる。
【０１１１】
　なお、本発明のシリカ系複合酸化物粒子の平均粒子径は、１．１～１０μｍの範囲、好
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ましくは１．１～５μｍの範囲、さらに好ましくは１．１～２μｍの範囲が好適である。
平均粒子径が２μｍを超えて大きいものを製造しようとすると時間がかかり、さらに単分
散性を維持するのが難しくなる場合がある。また、粒子形状の指標である円形度は、０．
８以上、好ましくは０．８５以上、さらに好ましくは０．９０以上が好適である。
【０１１２】
　本発明のシリカ系複合酸化物粒子は、シリカとシリカ以外の金属酸化物の構成成分が、
一般には化学的に結合して存在するもので、これらの構成成分を物理的に分離することは
できない。両成分が化学的に結合していることは、赤外スペクトルや屈折率（粒子の光学
的な透明性）を測定することで確認できる。
【０１１３】
　本発明のシリカ系複合酸化物粒子の比表面積は、特に限定されない。一般に、本粒子は
５００℃～１３００℃の範囲の温度で焼成して使用されるが、高温で焼成すると比表面積
は小さくなり、低温で乾燥したものは比表面積が高くなる傾向にある。なお、１３００℃
を超えた温度で焼成すると、粒子同志が焼結する場合があり、単分散性を損なってしまう
ことが懸念される。
【０１１４】
　本発明の複合酸化物粒子は、そのほとんどが非晶質であるが、非晶質と一部結晶質との
混合物になる場合もある。前述した焼成温度が低い場合は非晶質になり易く、より高温で
焼成するとシリカ以外の金属酸化物の一部が結晶質となる場合がある。一般的にこれらの
性質はＸ線回折等の手段で解析できる。なお、一般的に、本粒子の光学的に透明な性質を
利用しようとする場合は、非晶質もしくは極一部のみが結晶質に転移した程度が好ましく
、そのためには前述した焼成温度を１１００℃以下、好ましくは１０５０℃以下、さらに
好ましくは１０００℃以下とすることが好ましい。
【０１１５】
　さらにまた、本発明のシリカ系複合酸化物粒子の密度や屈折率については、シリカ以外
の金属酸化物の種類や含有率、さらには粒子の焼成温度等によって変わるため、一概には
表示することができない。最も一般的には、密度は１．５～５ｇ／ｃｍ３の範囲、屈折率
は１．４～３の範囲である。なお例えば、透明性が高く単分散性にも優れているシリカ－
チタニア複合酸化物粒子に関しては、チタニアの含有率が３０～５０モル％の範囲のもの
を１０００℃で焼成した場合には、密度が２．６～３．０ｇ／ｃｍ３の範囲、屈折率は１
．６５～１．８５の範囲であった。
【０１１６】
　従来、製造が不可能であった本発明のシリカ系複合酸化物粒子は、単分散性が高い球状
の高屈折粒子として、反射防止層や透明樹脂への添加剤などとして極めて有用である。本
発明のような単分散性の高い粒子は、その粒子径を目的とする可視光の波長（約０．４～
０．８μｍ）と一致させることによって、従来知られていなかったような光学的な特徴を
発揮できる可能性があり、例えばチタニアを構成成分の一つとした粒子は、光触媒として
も有用であり、また高屈折粒子はホトニック結晶などへの応用も期待できる。
【０１１７】
　続いて、本発明のシリカ系複合酸化物粒子の製造方法について説明するが、本発明のシ
リカ系複合酸化物粒子を製造する方法は、以下の製造方法に限定される訳ではない。
【０１１８】
　製造方法としては、金属アルコキシドを原料とし、触媒を含む含水有機溶媒中で前記金
属アルコキシドを加水分解・縮合させることによって単分散性の高い球状の粒子を製造す
ることができる。
【０１１９】
　ここで用いる含水有機溶媒中の有機溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノ
ール、イソプロパノール、ブタノール、エチレングリコール、プロピレングリコールなど
のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジオキサン、テトラヒ
ドロフランなどのエーテル類、酢酸エチルなどのエステル類、その他水と相溶性のある有
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機溶媒が単独または複数混合して用いられる。これらの中でもメタノール、エタノール、
イソプロパノールのような低級アルコール類は金属アルコキシドや水との相溶性も高く、
また粘度も低いために、極めて好適に使用される。触媒を含む含水有機溶液中の上記有機
溶媒の割合は、およそ３～９５％、好ましくは６０～９０％の範囲が好適である。
【０１２０】
　また、金属アルコキシドを加水分解するための触媒としては、Ｎ（ＣＨ３）３などのア
ミン、アンモニア、ＬｉＯＨ、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、Ｎ（ＣＨ３）４ＯＨなどの塩基が好適
に使用できる。特に、アンモニアやアミンの場合は、製造したシリカ系複合酸化物粒子を
焼成すれば粒子中に塩基が残留しないために、加水分解用の触媒として極めて好適である
。触媒の添加量は、用いる触媒の種類や含水有機溶媒中の水と有機溶媒の種類や配合比率
によって異なるために一概には言えないが、ｐＨが１０以上、好ましくは１１以上になる
ように添加するのが好ましい。触媒として最も好適なアンモニアの場合は、ＮＨ３として
の質量分率で２～１０％、好ましくは３～７％の範囲が好適である。
【０１２１】
　触媒を含む含水有機溶液中の水の割合は、用いるアルコキシドの種類によって異なるた
め一概には言えないが、３～９５％、好ましくは、５～４０％、さらに好ましくは５～２
０％の範囲が好適である。
【０１２２】
　金属アルコキシドとしては、前記の触媒を含む含水有機溶媒中で加水分解を受けて金属
酸化物になるものであれば公知の化合物が何ら制限なく採用される。シリコンのアルコキ
シドの代表的なものを例示すると、例えば、一般式Ｓｉ（ＯＲ）４またはＳｉＲ'ｎ（Ｏ
Ｒ）４－ｎで示されるシリコンのアルコキシド、またはシリコンのアルコキシドを部分的
に加水分解して得られる低縮合物が工業的に入手し易く、その一種または２種以上の混合
物が好ましく用いられる。なお、上記シリコンのアルコキシドの一般式において、Ｒおよ
びＲ'はアルキル基で、例えばメチル基、エチル基、イソプロピル基、ブチル基などの低
級アルキル基が好適である。ｎは１～３の整数である。
【０１２３】
　また、シリコン以外の金属のアルコキシドとしては、周期律表第１族、第２族、第３族
、第４族、第１３族および第１４族の金属のアルコキシドが特に制限されず使用される。
例えば、一般式Ｍ1(ＯＲ)、Ｍ2(ＯＲ)2、Ｍ3(ＯＲ)3、Ｍ4(ＯＲ)4、Ｍ13(ＯＲ)3、Ｍ14(
ＯＲ)4(但し、Ｒはアルキル基、特に好ましくは、炭素数４以下のもの)で表示される金属
アルコキシドが好ましい。ここで、Ｍ１は第１族の金属、Ｍ２は第２族の金属、Ｍ３は第
３族の金属、Ｍ４は第４族の金属、Ｍ１３は第１３族の金属、Ｍ１４は第１４族の金属で
、具体的には、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロン
チウム、バリウム、スカンジウム、イットリウム、チタニウム、ホウ素、ジルコニウム、
ハフニウム、アルミニウム、ゲルマニウム、錫または鉛が好適に使用される。本発明にお
いて一般に好適に使用される上記化合物を更に具体的に例示すると、ＮａＯＣＨ３、Ｎａ
ＯＣ２Ｈ５、ＮａＯＣ３Ｈ７等の有機ナトリウム化合物および上記Ｎａに代わって、Ｌｉ
、Ｋ等で代替した第１族化合物、Ｍg(ＯＣＨ３)２、Ｍｇ(ＯＣ２Ｈ５)２、Ｍｇ(ＯＣ３Ｈ

７)２、Ｍｇ(ＯＣ４Ｈ９)２、Ｍｇ(ＯＣ５Ｈ１１)２等の有機マグネシウム化合物および
上記Ｍgに代わって、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等で代替した第２族化合物、Ｔｉ(ＯｉｓｏＣ３Ｈ

７)４、Ｔｉ(ＯｎＣ４Ｈ９)４等の化合物および上記Ｔｉに代わってＺｒ、Ｈｆ、Ｇｅ、
Ｓｎ、Ｐｂ等で代替した第４族または第１４族化合物、Ａｌ (ＯＣ２Ｈ５)３、Ａｌ(ＯＣ

３Ｈ７)３、Ａｌ(ＯＣ４Ｈ９)３等の化合物および上記Ａｌに代わってＢ等で代替した第
１３族化合物などが挙げられる。また、アルコキシド以外に上記金属の酢酸塩、アセト酢
酸塩等のカルボン酸塩、ＣａＣｌ２、Ｃａ(ＨＯＣ６Ｈ４ＣＯＯ)２・Ｈ２Ｏ等の化合物も
使用できる。
【０１２４】
　なお、単分散性の高い球状のシリカ系複合酸化物粒子を得ようとした場合には、上記の
化合物の中でも周期律表第４族の金属のアルコキシドが好適であり、さらにそれらの中で
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もチタニウムおよび／またはジルコニウムのアルコキシドが最も好適に採用できる。
【０１２５】
　本発明のシリカ系複合酸化物粒子を製造するためには金属アルコキシドとして、上述し
たシリコンのアルコキシドと、シリコン以外の金属のアルコキシドを１種または２種以上
混合して用いるが、両者は予め混合したものを原料として用いることが重要である。さら
に両者を混合する前に予めシリコンのアルコキシドの一部又は全部を部分的に加水分解さ
せる（以下では、部分加水分解ともいう）ことが重要であり、さらにまた、部分加水分解
させるときに使用する水の量が非常に重要である。
【０１２６】
　下記のような条件でシリコンアルコシキドを水で部分加水分解した後にシリコン以外の
金属のアルコキシドと混合して原料を調製することによって、シリカ以外の金属酸化物の
含有率が３０モル％以上であっても、粒子径の変動係数が３０％以下で且つ球状のシリカ
系複合酸化物粒子を効率良く得ることができる。
【０１２７】
　最も重要なのは、シリコンアルコキシドの部分加水分解に使用する水の量である。本発
明の製造方法においては、シリコンのアルコキシドを水で部分加水分解する際にシリコン
のアルコキシドを、下記式（１）で示される、シリコン以外の金属アルコキシドに対する
水の当量Ｙを満足する量の水で部分加水分解することが極めて重要である。
【０１２８】
　－０．０６Ｘ＋３．５＜Ｙ＜－０．０６Ｘ＋４．５ （１）
　ここで、Ｘはシリカ系複合酸化物中におけるシリカ以外の金属酸化物の含有率（モル％
）を表す。但し、３０≦Ｘ≦５０。また、Ｙはシリコン以外の金属のアルコキシドに対す
る水の当量を表す。
【０１２９】
　シリコンのアルコキシドを部分加水分解する際に、水の量が上記範囲よりも少ない場合
や多い場合には、触媒を含む含水有機溶媒中で前記原料を加水分解・縮合させてシリカ系
複合酸化物粒子を得る際に、反応を制御することが難しくなり、微小粒子が発生したり、
融着粒子が多く生成したり、極端な場合は粒子合成中に粒子同志が凝集してしまう場合が
ある。部分加水分解の際の水の量は、シリコン以外の金属のアルコキシドに対する水の当
量Ｙが、－０．０６Ｘ＋３．７＜Ｙ＜－０．０６Ｘ＋４．３の範囲であることが好ましい
。
【０１３０】
　上記部分加水分解の目的は、シリコンのアルコキシドの一部を加水分解することによっ
て分子内にシラノール基（ＳｉＯＨ）を生成させ、次に該シラノール基とシリコン以外の
金属のアルコキシドとを反応させ、シリコンとシリコン以外の金属の複合アルコキシドを
生成させることにあると本発明者等は考えている。したがって、シリコン以外の金属のア
ルコキシド、シリコンのアルコキシド及び水の３者のモル比を精密に管理する必要がある
ものと考えられる。
【０１３１】
　シリコンのアルコキシドを部分加水分解する際には、該アルコキシドと水の両方に対し
て相溶性のあるアルコール等の有機溶媒を併用することが好ましい。アルコール等の有機
溶媒を使用しない場合は、シリコンのアルコキシドと水が相分離する傾向があり、部分加
水分解が進行しない、または非常に反応が遅くなる場合がある。また、部分加水分解を迅
速に進めるために、前記の水には、触媒を添加することも好ましい。触媒としては酸が好
適で、具体的には、塩酸、硫酸、硝酸、シュウ酸などが挙げられるが、特に制限はない。
酸の濃度としては、水のｐＨが１～４の範囲のものを使用するのが良い。
【０１３２】
　本発明にかかる製造方法では、上述したように、シリコンのアルコキシドを水で部分加
水分解した後にシリコン以外の金属のアルコキシドと混合することによって原料を調製し
、前記の触媒を含む含水有機溶媒（以下、反応液ともいう）中で前記原料を加水分解・縮
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合させてシリカ系複合酸化物粒子を得る。
【０１３３】
　上記原料は、液中滴下することが好ましい。液中滴下とは、上記原料を反応液中に滴下
する際、滴下口先端が反応液中に浸されていることを言う。滴下口先端の位置は、液中に
あれば特に限定されないが、攪拌羽根の近傍などの充分に攪拌が行われる位置が望ましい
。液中滴下をせずに、例えば、反応液の上部から液上滴下した場合には粒子が凝集しやす
いため好ましくない。
【０１３４】
　また、上記原料と共に、別途調製されたアルカリ性水溶液を、触媒を含む含水有機溶媒
中に同時滴下しても良い。該アルカリ性水溶液としては、１０～３０質量％のアンモニア
水などが好適である。なお、上記原料中のシリコンとシリコン以外の金属の総モル数に対
して、該アルカリ性水溶液中の水のモル数が好ましくは１～６倍モル、より好ましくは２
～５倍モルとなるような供給比でアルカリ性水溶液を滴下することが好ましい。アルカリ
性水溶液の滴下は、特に液中滴下する必要はないが、攪拌羽根近傍で液中滴下した方が、
反応液中での攪拌が充分に行われるので好ましい。上記のようにアルカリ性水溶液を同時
滴下することによって、固形分濃度を高くして粒子を合成できるので、収率の高い合成が
可能となる。
【０１３５】
　また、単分散性を上げるためには、滴下速度も重要な因子である。滴下速度は、できる
限り遅くした方が、単分散性は高くなる傾向にある。しかしながら、滴下速度が遅い場合
には、合成が終了するまでに長時間を要するため、実用的ではない。そのため、合成初期
は滴下速度を遅くし、後半になってから滴下速度を速めるのも本発明を実施する上で好ま
しい態様である。
【０１３６】
　アルコキシドからなる原料およびアルカリ性水溶液は、それぞれ滴下を開始してから終
了するまで連続的に滴下することが好ましい。なお、ここで言う連続的とは、好ましくは
１０分以上、さらに好ましくは３分以上の間隔を空けないことを言う。滴下速度は、必ず
しも一定である必要はないが、滴下速度を変える場合には連続的に変えた方が望ましい。
特開平４－７７３０９には、数回に分けて水を添加することが記されているが、このよう
な方法では、急激な水の添加によって反応液中の雰囲気が乱され、粒子同志の凝集や、新
たな核粒子の発生などが起こるため、好ましい方法ではない。
【０１３７】
　加水分解を行うときの反応槽の温度は、０℃～５０℃の範囲であれば良く、用いるアル
コキシドの種類によって適宜選択される。
【０１３８】
　その他、加水分解に使用する反応容器、上記以外の反応条件等は公知のものが何ら制限
なく採用される。
【０１３９】
　上記のように合成された粒子は、シリカ以外の金属酸化物の含有率が３０～５０モル％
であって、粒子径の変動係数が３０％以下の球状のシリカ系複合酸化物粒子である。
【０１４０】
　合成終了後の粒子は、反応液中に分散したコロイド状の粒子分散液として得られる。用
途によっては、そのまま使用しても良いし、反応液の溶媒を水もしくはアルコールなどの
有機溶媒に溶媒置換した後に使用しても良い。
【０１４１】
　また、粒子を合成した後、遠心分離、ろ過、蒸留、スプレードライなどの手法で固液分
離し、粉末の形で取り出しても良い。取り出した粉末は乾燥させることができる。乾燥温
度は５０℃～３００℃の範囲が好適で、乾燥時間は数時間から数日の間が好適である。乾
燥した粉末はさらに高い温度で焼成することができる。焼成温度は３００℃～１３００℃
の範囲が好適で、焼成時間は１～２４時間の範囲が好適である。乾燥または焼成後の粒子
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は、ボールミルやジェットミルなどを使用して粒子ひとつひとつに解砕することができる
。また、樹脂等に分散して使用する場合には、高シェアの分散機を使用することによって
、樹脂への分散と同時に粒子の解砕を行うことができる。
【０１４２】
　透光性粒子の平均粒径は、塗膜中で２つ以上の粒子が隣接して存在している場合も、独
立して存在している場合も、平均粒径は一次粒径を指す。但し、一次粒子径が０．１μｍ
程度の凝集性の無機粒子が二次粒子として、本発明の粒子サイズを満たす大きさで塗布液
中に分散され、その後塗布されている場合には二次粒子の大きさとする。
【０１４３】
　本発明の防眩フィルムにおいて、表面散乱に起因するヘイズ値は０～２％であることが
好ましく、更に好ましくは０．１～１．５％、より好ましくは、０．３～１．５％である
。
【０１４４】
　本発明の防眩フィルムは、該防眩フィルムの凹凸表面の中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．
０３μｍ＜Ｒａ＜０．４μｍ、凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が８０μｍ＜Ｓｍ＜７００μｍで
あり、該凹凸の傾斜角θを測定した際、０°＜θ＜０．５°の領域（θ（０．５））が４
０％以上９８％未満であることが好ましい。
　該防眩フィルムは、低屈折率層などの反射防止層を積層し、反射防止フィルムとした場
合、積分反射率が１．５％以下であることが好ましく、１．０％以下であることがより好
ましく、０．０１～１．０％であることがさらに好ましい。
【０１４５】
　防眩性付与の観点から０．０５μｍ＜Ｒａ＜０．２０μｍであることがより好ましく、
０．０８μｍ＜Ｒａ＜０．１５μｍであることがさらに好ましい。また、防眩性と膜表面
の平坦部の割合を多くし、薄膜干渉層を均一に積層することを両立するためには凹凸の平
均間隔（Ｓｍ）が１５０μｍ＜Ｓｍ＜７００μｍであることがより好ましく、２００μｍ
＜Ｓｍ＜６００μｍであることがさらに好ましい。該凹凸の傾斜角θが０°＜θ＜０．５
°の領域（θ（０．５））は、５０％以上９８％未満であることがより好ましく、６０％
以上９５％未満であることがさらに好ましく、７０％以上９５％未満であることが特に好
ましい。
【０１４６】
　防眩フィルムの中心線平均粗さ（Ｒａ）が０．０３μｍより大きいと、表面の凹凸が適
切な量で防眩性が十分得られる。０．４μｍより小さいと、ギラツキや外光が反射した際
の表面の白化等、および凹凸に応じた膜厚不均一による干渉能低下の問題が発生しないた
め好ましい。
　凹凸の平均間隔（Ｓｍ）が８０μｍより大きいと表面凹凸の平坦部が少ない構造となら
ず膜厚不均一による干渉能低下の問題が発生しない。７００μｍより小さいと、表面の平
坦部が非常に多い構造にはならず、防眩性が十分得られるので好ましい。
【０１４７】
　θ（０．５）が４０％以上であると、凹凸に応じた膜厚不均一による干渉能低下が起こ
らず、積分反射率が１．５％以上であっても、黒締まりが良好な反射防止フィルムが得ら
れるため好ましい。
【０１４８】
　本発明の防眩フィルムでは、θ（０．５）が４０％以上である場合、さらに反射防止層
（低屈折率層、中屈折率層、および高屈折率層の少なくとも１層）を積層した場合、凹凸
に応じた膜厚不均一による干渉能低下が起こりにくく、積分反射率が１．５％以上であっ
ても、黒締まりが良好な反射防止フィルムが得られるため好ましい。
【０１４９】
　θ（０．５）の測定方法は特に限定されることはないが、以下の測定方法が好ましい。
　すなわち、面積が０．５乃至２平方マイクロメートルである三角形の頂点を透明フィル
ム基材面（支持体面）に仮定し、その点から鉛直上向きに伸ばした３つの垂線がフィルム
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表面と交わる３点によって形成される三角形の面の法線が、支持体から鉛直上向きに伸ば
した垂線となす角θを表面の傾斜角度とし、基材上で２５００００平方マイクロメートル
（０．２５平方ミリメートル）以上の面積を該三角形に分割して測定した時の全測定点の
傾斜角度分布を調べる。
【０１５０】
　傾斜角度を測定する方法を図１を参照して詳細に述べる。面積が０．５乃至２平方マイ
クロメートルとなるようなメッシュにフィルムを分割する（図１（ａ）参照）。図１（ｂ
）は分割したメッシュのうちの３点を抽出した図である。この支持体上の３点から鉛直上
向きに垂線を伸ばし、その３点が表面と交わった点をＡ、Ｂ、Ｃとする。三角形ＡＢＣ面
の法線ＤＤ’が、支持体から鉛直上向きに伸ばした垂線ＯＯ’と為す角度θを傾斜角度と
する。図１（ｃ）は点Ｏ’ＤＤ’を含む平面Ｐで切ったときのフィルムの断面図である。
線分ＥＦは三角形ＡＢＣと平面Ｐとの交線である。測定面積は支持体上で２５００００平
方マイクロメートル（０．２５平方ミリメートル）以上が好ましく、この面を支持体上で
三角形に分割して測定し、傾斜角度を求める。測定する装置はいくつかあるが、一例を述
べる。装置はマイクロマップ社（米国）製ＳＸＭ５２０－ＡＳ１５０型を用いた場合を説
明する。例えば対物レンズが１０倍の時、傾斜角度の測定単位は０．８平方マイクロメー
トルであり、測定範囲は５０００００平方マイクロメートル（０．５平方ミリメートル）
である。対物レンズの倍率を大きくすれば、それに合わせて測定単位と測定範囲は小さく
なる。測定データはＭＡＴ－ＬＡＢ等のソフトを用いて解析し、傾斜角度分布を算出する
ことができる。
【０１５１】
　本発明の防眩フィルムにおいて、内部散乱に起因するヘイズ値は３～９０％であること
が好ましく、更に好ましくは５～４０％、最も好ましくは５～２０％である。
【０１５２】
＜透光性粒子調製＞
　本発明に係る第１の透光性粒子の製造法は、懸濁重合法、乳化重合法、ソープフリー乳
化重合法、分散重合法、シード重合法等を挙げることができ、いずれの方法で製造されて
もよい。これらの製造法は、例えば「高分子合成の実験法」（大津隆行、木下雅悦共著、
化学同人社）１３０頁及び１４６頁から１４７頁の記載、「合成高分子」１巻、ｐ．２４
６～２９０、同３巻、ｐ．１～１０８等に記載の方法、及び特許第２５４３５０３号明細
書、同第３５０８３０４号明細書、同第２７４６２７５号明細書、同第３５２１５６０号
明細書、同第３５８０３２０号明細書、特開平１０－１５６１号公報、特開平７－２９０
８号公報、特開平５－２９７５０６号公報、特開２００２－１４５９１９号公報等に記載
の方法を参考にすることができる。
【０１５３】
　＜防眩層のマトリックス形成用バインダー＞
　本発明にかかる防眩層は、熱及び／または電離放射線硬化性化合物の架橋反応、重合反
応により形成される。すなわち、バインダーとして熱及び／または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布組成物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反応、又は、重合反応させることにより形成する。熱及び
／または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、熱（
温風、赤外線）、光（紫外線）、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。
　防眩層の全固形分に対するマトリックス形成用バインダーの量は、好ましくは５０～９
９．０質量％、より好ましくは、５０～９９．０質量％、さらに好ましくは６０～９８．
０質量％である。
【０１５４】
　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
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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
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。
【０１５５】
　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
。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。本明細書において、「（メタ）アクリレート」、
「（メタ）アクリル酸」、「（メタ）アクリロイル」は、それぞれ「アクリレートまたは
メタクリレート」、「アクリル酸またはメタクリル酸」、「アクリロイルまたはメタクリ
ロイル」を表す。
【０１５６】
　多官能モノマーバインダーとしては、各層の屈折率を制御するために、屈折率の異なる
モノマーを用いることが出来る。特に高屈折率モノマーの例としては、ビス（４－メタク
リロイルチオフェニル）スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド、４
－メタクリロキシフェニル－４’－メトキシフェニルチオエーテル等が含まれる。また、
例えば特開２００５－７６００５号、同２００５－３６１０５号に記載されたデンドリマ
ーや、例えば特開２００５－６０４２５号記載のようなノルボルネン環含有モノマーを用
いることもできる。
【０１５７】
　多官能モノマーや多官能オリゴマーのバインダーは二種類以上を併用してもよい。これ
らのエチレン性不飽和基を有するバインダーの重合は、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジ
カル開始剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行うことができる。
　光重合性の多官能モノマーや多官能オリゴ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。
【０１５８】
　さらに、２個以上のエチレン性不飽和基を有する樹脂、例えば比較的低分子量のポリエ
ステル樹脂、ポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アルキッ
ド樹脂、スピロアセタール樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリチオールポリエン樹脂および
多価アルコール等の、多官能化合物などのオリゴマー又はプレポリマー等もあげられる。
これらのモノマーは２種以上併用してもよく、また、２個以上のエチレン性不飽和基を有
する樹脂はバインダー全量に対して１０～１００％含有することが好ましい。
【０１５９】
　これらのエチレン性不飽和基を有するモノマーの重合は、光ラジカル重合開始剤又は熱
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ラジカル重合開始剤の存在下、電離放射線の照射又は加熱により行うことができる。従っ
て、エチレン性不飽和基を有するモノマー、光ラジカル重合開始剤又は熱ラジカル重合開
始剤、および粒子、必要に応じて無機フィラー、塗布助剤、その他の添加剤、有機溶媒等
を含有する塗布液を調製し、該塗布液を透明支持体上に塗布後、電離放射線又は熱による
重合反応により硬化して防眩層を形成する。電離放射線硬化と熱硬化を合わせて行うこと
も好ましい。光及び熱重合開始剤としては市販の化合物を利用することができ、それらは
、「最新ＵＶ硬化技術」（ｐ．１５９，発行人；高薄一弘，発行所；（株）技術情報協会
，１９９１年発行）や、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）のカタログに記載され
ている。
【０１６０】
　重合開始剤は、マトリックス形成用バインダーとなる前駆体（化合物）１００質量部に
対して、重合開始剤総量で０．１～１５質量部の範囲で使用することが好ましく、１～１
０質量部の範囲がより好ましい。
【０１６１】
　本発明では、硬化膜の硬化収縮低減のためには、以下で述べるエポキシ系化合物を用い
ることが好ましい。これらのエポキシ基を有するモノマー類としては、１分子中にエポキ
シ基を２基以上有するモノマーが好ましく、これらの例としては特開２００４－２６４５
６３号、同２００４－２６４５６４号、同２００５－３７７３７号、同２００５－３７７
３８号、同２００５－１４０８６２号、同２００５－１４０８６２号、同２００５－１４
０８６３号、同２００２－３２２４３０号等に記載されているエポキシ系モノマー類が挙
げられる。
【０１６２】
　エポキシ基を有するモノマー類は層を構成する全バインダーに対して２０～１００質量
％含有することが硬化収縮低減のために好ましく、３５～１００質量％含有することがよ
り好ましく、５０～１００質量％含有することがさらに好ましい。
【０１６３】
　エポキシ系モノマー、化合物類を重合させるための、光の作用によってカチオンを発生
させる光酸発生剤としては、トリアリールスルホニウム塩やジアリールヨードニウム塩な
どのイオン性の化合物やスルホン酸のニトロベンジルエステルなどの非イオン性の化合物
等が挙げられ、有機エレクトロニクス材料研究会編、「イメージング用有機材料」ぶんし
ん出版社刊（１９９７）などに記載されている化合物等種々の公知の光酸発生剤が使用で
きる。この中で特に好ましくはスルホニウム塩もしくはヨードニウム塩であり、対イオン
としてはＰＦ６

－、ＳｂＦ６
－、ＡｓＦ６

－、Ｂ（Ｃ６Ｆ５）４
－などが好ましい。

【０１６４】
　＜防眩層の高分子化合物＞
　本発明の防眩層は、その他の高分子化合物を含有してもよい。高分子化合物を添加する
ことで、硬化収縮を小さくしたり、塗布液の粘度調整を行うことができる。
【０１６５】
　高分子化合物は、塗布液に添加する時点で既に重合体を形成しており、該高分子化合物
としては、例えばセルロースエステル類（例えば、セルローストリアセテート、セルロー
スジアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースアセテートプロピオネート、セ
ルロースアセテートブチレート、セルロースナイトレート等）、ウレタンアクリレート類
、ポリエステルアクリレート類、（メタ）アクリル酸エステル類（例えば、メタクリル酸
メチル／（メタ）アクリル酸メチル共重合体、メタクリル酸メチル／（メタ）アクリル酸
エチル共重合体、メタクリル酸メチル／（メタ）アクリル酸ブチル共重合体、メタクリル
酸メチル／スチレン共重合体、メタクリル酸メチル／（メタ）アクリル酸共重合体、ポリ
メタクリル酸メチル等）、ポリスチレン等の樹脂が好ましく用いられる。
【０１６６】
　高分子化合物は、硬化収縮への効果や塗布液の粘度増加効果の観点から、高分子化合物
を含有する層に含む全バインダーに対して、好ましくは１～５０質量％、より好ましくは
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５～４０質量％の範囲で含有することが好ましい。また、高分子化合物の分子量は質量平
均で０．３万～４０万が好ましく、０．５万～３０万がより好ましく、０．５万～２０万
がさらに好ましい。
【０１６７】
＜防眩層の無機フィラー＞
　本発明の防眩層には、上記の透光性粒子に加えて、屈折率の調整、膜強度の調整、硬化
収縮減少、さらに低屈折率層を設けた場合の反射率低減の目的に応じて、無機フィラー使
用することもできる。例えば、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、インジウム、亜鉛
、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なくとも１種の金属元素を含有する酸化物からな
り、一次粒子の平均粒径が、一般に０．２μｍ以下、好ましくは０．１μｍ以下、より好
ましくは０．０６μｍ以下１ｎｍ以上である微細な高屈折率無機フィラーを含有すること
も好ましい。
【０１６８】
　透光性粒子との屈折率差を調整するために、マトリックスの屈折率を低くする必要が生
じた場合は、無機フィラーとして、シリカ微粒子、中空シリカ微粒子等の微細な低屈折率
無機フィラーを用いることができる。好ましい粒径は、前記の微細な高屈折率無機フィラ
ーと同じである。
【０１６９】
　無機フィラーは、表面をシランカップリング処理又はチタンカップリング処理されるこ
とも好ましく、フィラー表面にバインダー種と反応できる官能基を有する表面処理剤が好
ましく用いられる。
【０１７０】
　無機フィラーの添加量は、防眩層の全質量の１０～９０質量％であることが好ましく、
より好ましくは２０～８０質量％であり、特に好ましくは３０～７５質量％である。
【０１７１】
　なお、無機フィラーは、粒径が光の波長よりも十分短いために散乱が生じず、バインダ
ーポリマーに該フィラーが分散した分散体は光学的に均一な物質の性質を有する。
【０１７２】
　＜防眩層の界面活性剤＞
　本発明の防眩層では、特に塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一性を確保するため
に、フッ素系、シリコーン系の何れかの界面活性剤、あるいはその両者を防眩層用の塗布
組成物中に含有することが好ましい。特に、フッ素系の界面活性剤は、より少ない添加量
において、本発明の防眩フィルムの塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状故障を改良する
効果が現れるため、好ましく用いられる。面状均一性を高めつつ、高速塗布適性を持たせ
ることにより生産性を高めることが目的である。フッ素系の界面活性剤の好ましい例とし
ては、例えば、特開２００７－１８８０７０号公報の段落番号００４９～００７４に記載
の化合物が挙げられる。
【０１７３】
　本発明の防眩層で用いられる界面活性剤（特に、フッ素系ポリマー）の好ましい添加量
は、塗布液に対して０．００１～５質量％の範囲であり、好ましくは０．００５～３質量
％の範囲であり、更に好ましくは０．０１～１質量％の範囲である。界面活性剤の添加量
が０．００１質量％以上で効果が十分であり、また５質量％以下とすることで、塗膜の乾
燥が十分に行われ、塗膜としての良好な性能（例えば反射率、耐擦傷性）が得られる。
【０１７４】
　＜防眩層用塗布液の有機溶媒＞
　防眩層を形成する塗布組成物には、有機溶媒を添加することができる。
【０１７５】
　有機溶媒としては、例えばアルコール系では、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノ
ール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブタノール、第二ブタノール、第三ブタ
ノール、イソアミルアルコール、１－ペンタノール、ｎ－ヘキサノール、メチルアミルア
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ルコール等、ケトン系では、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、メチルエチルケトン
（ＭＥＫ）、ジエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール等、
エステル系では、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ｎ－プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸
イソブチル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸イソアミル、酢酸ｎ－アミル、プロピオン酸メチル、
プロピオン酸エチル、酪酸メチル、酪酸エチル、酢酸メチル、乳酸メチル、乳酸エチル等
、エーテル、アセタール系では、１，４ジオキサン、テトラヒドロフラン、２－メチルフ
ラン、テトラヒドロピラン、ジエチルアセタール等、炭化水素系では、ヘキサン、ヘプタ
ン、オクタン、イソオクタン、リグロイン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、ト
ルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ジビニルベンゼン等、ハロゲン炭化水素
系では、四塩化炭素、クロロホルム、塩化メチレン、塩化エチレン、１，１，１－トリク
ロルエタン、１，１，２－トリクロルエタン、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレ
ン、１，１，１，２－テトラクロルエタン等、多価アルコールおよびその誘導体系では、
エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ
エチルエーテル、エチレングリコールモノアセテート、ジエチレングリコール、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリコール、ブタンジオール、ヘキシレングリコール、１，
５－ペンタンジオール、グリセリンモノアセテート、グリセリンエーテル類、１，２，６
－ヘキサントリオール等、脂肪酸系では、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、絡酸、イソ絡酸、
イソ吉草酸、乳酸等、窒素化合物系では、ホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、アセトアミド、アセトニトリル等、イオウ化合物系では、ジメチルスルホキシド等、が
挙げられる。
【０１７６】
　有機溶媒の中でメチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、ア
セトン、トルエン、キシレン、酢酸エチル、１－ペンタノール等が特に好ましい。また、
有機溶媒には、凝集性制御の目的でアルコール、多価アルコール系の溶媒を適宜混合して
用いてもよい。これらの有機溶媒は、単独でも混合して用いてもよく、塗布組成物中に有
機溶媒総量として、２０質量％～９０質量％含有することが好ましく、３０質量％～８０
質量％含有することがより好ましく、４０質量％～７０質量％含有することが最も好まし
い。防眩層の表面形状の安定化のためには、沸点が１００℃未満の溶媒と沸点が１００℃
以上の溶媒を併用することが好ましい。
【０１７７】
　＜防眩層の硬化＞
　防眩層は、塗布液を支持体に塗布後、光照射、電子線ビーム照射、加熱処理などを実施
して、架橋又は重合反応させて形成できる。紫外線照射の場合、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。紫外線による硬化は、窒素パージ等で酸素濃度が４体積％
以下、更に好ましくは２体積％以下、最も好ましくは０．５体積％以下の雰囲気下で硬化
することが好ましい。
【０１７８】
　以下に、防眩層以外の層について説明する。
【０１７９】
＜低屈折率層＞
　本発明の反射防止フィルムは、前記防眩フィルムの防眩層上に、反射率を低減するため
、該防眩層より屈折率が低い低屈折率層を有することが好ましい。低屈折率層の屈折率は
、１．２０～１．４６であることが好ましく、１．２５～１．４６であることがより好ま
しく、１．３０～１．４０であることが特に好ましい。低屈折率層の厚さは、５０～２０
０ｎｍ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。
【０１８０】
　低屈折率層を形成するための好ましい硬化物組成の態様としては、
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　（１）架橋性若しくは重合性の官能基を有する含フッ素化合物を含有する組成物、
　（２）含フッ素のオルガノシラン材料の加水分解縮合物を主成分とする組成物、
　（３）２個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーと中空構造を有する無機微粒子
を含有する組成物、
　が挙げられる。
【０１８１】
（１）架橋性若しくは重合性の官能基を有する含フッ素化合物を含有する組成物
　架橋性または重合性の官能基を有する含フッ素化合物としては、含フッ素モノマーと架
橋性または重合性の官能基を有するモノマーの共重合体を挙げることができる。これら含
フッ素ポリマーの具体例は、特開２００３－２２２７０２号公報、特開２００３－１８３
３２２号公報等に記載されている。
【０１８２】
　上記のポリマーに対しては特開２０００－１７０２８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、特開
２００６－２８４０９号、特開２００６－２８４７６１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、上記の２個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーを挙げる
ことができる。また、特開２００４－１７０９０１号公報に記載のオルガノランの加水分
解縮合物も好ましく、特に（メタ）アクリロイル基を含有するオルガノシランの加水分解
縮合物が好ましい。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。
【０１８３】
　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、
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。これら化合物の硬化には、有機酸又はその塩を用い
るのが好ましい。
【０１８４】
（２）含フッ素のオルガノシラン材料の加水分解縮合物を主成分とする組成物
　含フッ素のオルガノシラン化合物の加水分解縮合物を主成分とする組成物も屈折率が低
く、塗膜表面の硬度が高く好ましい。フッ素化アルキル基に対して片末端又は両末端に加
水分解性のシラノールを含有する化合物とテトラアルコキシシランの縮合物が好ましい。
具体的組成物は、特開２００２－２６５８６６号公報、３１７１５２号公報に記載されて
いる。
【０１８５】
（３）２個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーと中空構造を有する無機微粒子を
含有する組成物
　更に別の好ましい態様として、低屈折率の粒子とバインダーからなる低屈折率層が挙げ
られる。低屈折率粒子としては、有機でも無機でも良いが、内部に空孔を有する粒子が好
ましい。中空粒子の具体例は、特開２００２－７９６１６号公報に記載のシリカ系粒子に
記載されている。粒子屈折率は１．１５～１．４０が好ましく、１．２０～１．３０が更
に好ましい。バインダーとしては、上記防眩層の頁で述べた二個以上のエチレン性不飽和
基を有するモノマーを挙げることができる。
【０１８６】
　本発明の低屈折率層には、上記の防眩層の頁で述べた重合開始剤を添加することが好ま
しい。ラジカル重合性化合物を含有する場合には、該化合物に対して１～１０質量％、好
ましくは１～５質量％の重合開始剤を使用できる。
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【０１８７】
　本発明の低屈折率層には、無機粒子を併用することができる。耐擦傷性を付与するため
に、低屈折率層の厚みの１５％～１５０％、好ましくは３０％～１００％、更に好ましく
は４５％～６０％の粒径を有する微粒子を使用することができる。
【０１８８】
　本発明の低屈折率層には、防汚性、耐水性、耐薬品性、滑り性等の特性を付与する目的
で、公知のポリシロキサン系あるいはフッ素系の防汚剤、滑り剤等を適宜添加することが
できる。
【０１８９】
　＜高屈折率層、中屈折率層＞
　本発明の反射防止フィルムは、反射防止性を高めるために、高屈折率層を有すことが好
ましく、さらに中屈折率層を設けることが好ましい。
　とくに、前記防眩層と前記低屈折率層との間に、前記防眩層よりも屈折率の高い高屈折
率層をさらに有することが好ましい。また、前記防眩層と前記高屈折率層との間に、前記
防眩層よりも屈折率が高く、前記高屈折率層よりも屈折率の低い、中屈折率層をさらに有
することも好ましい。
　以下、本明細書では、この高屈折率層と中屈折率層を高屈折率層と総称して呼ぶことが
ある。なお、本発明において、高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層の「高」、「中」、
「低」とは層相互の相対的な屈折率の大小関係を表す。また、支持体との関係で言えば屈
性率は、支持体＞低屈折率層、高屈折率層＞支持体の関係を満たすことが好ましい。
　また、本発明においては、前記中屈折率層は、防眩層よりも屈折率が高く、高屈折率層
よりも屈折率の低い層であり、前記防眩層と前記高屈折率層との間に設けられているのが
 
好ましい。
　また、本明細書では高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層を反射防止層と総称して呼ぶ
ことがある。
【０１９０】
　防眩層の上に高屈折率層、低屈折率層を構築して、反射防止フィルムを作製するために
は、高屈折率層の屈折率は１．５５～２．３０であることが好ましく、より好ましくは１
．５５～２．００、更に好ましくは、１．５５～１．７０である。
【０１９１】
　支持体から近い順に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層を塗設し、反射防止フィルム
を作成する場合、高屈折率層の屈折率は、１．６０～２．３０であることが好ましく、１
．６５～２．２０であることがさらに好ましい。中屈折率層の屈折率は、低屈折率層の屈
折率と高屈折率層の屈折率との間の値となるように調整する。中屈折率層の屈折率は、１
．５５～１．８０であることが好ましく、１．６０～１．７０であることがさらに好まし
い。
【０１９２】
　本発明に用いる高屈折率層および中屈折率層は屈折率調整、防眩層上への塗布性を良く
するために無機微粒子を含有することが好ましく、分散媒体中に無機粒子を分散した分散
液に、好ましくは、さらにマトリックス形成に必要なバインダー前駆体（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）、光重合開始剤等を加え
て高屈折率層および中屈折率層形成用の塗布組成物とし、透明支持体上に高屈折率層およ
び中屈折率層形成用の塗布組成物を塗布して、電離放射線硬化性化合物（例えば、多官能
モノマーや多官能オリゴマーなど）の架橋反応又は重合反応により硬化させて形成するこ
とが好ましい。
【０１９３】
　高屈折率層および中屈折率層に用いられるバインダー前駆体としては、上記の（重合性
の不飽和結合を有する化合物）として記載した化合物を好ましく用いることができる。こ
れらの化合物は２種以上を併用しても良い。
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【０１９４】
　高屈折率層および中屈折率層のバインダー前駆体は、該層の塗布組成物の固形分量に対
して、５～８０質量％添加するのが好ましい。
【０１９５】
　高屈折率層および中屈折率層における無機微粒子の含有量は、高屈折率層または中屈折
率層の固形分全量に対し３０～９０質量％であることが好ましく、より好ましくは４０～
８０質量％、特に好ましくは５０～７５質量％である。無機微粒子は各層内で二種類以上
を併用してもよい。
　高屈折率層および中屈折率層には、芳香環を含む電離放射線硬化性化合物、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
ー前駆体も好ましく用いることができる。
【０１９６】
　（無機微粒子）
　本発明においては屈折率調整、防眩層上へ塗布した際の膜厚均一性改良、ハジキの改良
、硬度などの物理特性、反射率、散乱性などの光学特性向上のため、各種無機微粒子を用
いることができる。高屈折率層、中屈折率層への無機微粒子の添加量は、各層の固形分中
３０質量％以上であることが好ましく、４０質量％以上であることがさらに好ましく、５
０質量％以上であることが最も好ましい。粒子添加量が３０質量％以下であると防眩層上
においてハジキの発生や膜厚均一性が悪化するため好ましくない。
　無機微粒子としては、珪素、ジルコニウム、チタン、アルミニウム、インジウム、亜鉛
、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なくとも一つの金属の酸化物、具体例としては、
ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｓｂ２Ｏ

３、ＩＴＯ、ＡＴＯ等が挙げられる。すなわち、本発明においては、前記高屈折率層及び
前記中屈折率層が、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｂ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｉｎから選ばれる少な
くとも１種の金属の酸化物微粒子を含有するのが好ましい。また、前記無機微粒子として
は、その他ＢａＳＯ４、ＣａＣＯ３、タルクおよびカオリンなどを用いることもできる。
　高屈折率層や中屈折率層を形成するに際しては、屈折率の高い無機微粒子を前記バイン
ダー前駆体と共に、開始剤、有機置換されたケイ素化合物を溶媒中に分散した塗布組成物
の硬化物が好ましい。
　この場合の無機微粒子としては、屈折率の観点から、特にＺｒＯ２、ＴｉＯ２が好まし
く用いられる。
【０１９７】
　上記ＴｉＯ２の粒子としては、コバルト、アルミニウム、ジルコニウムから選ばれる少
なくとも１つの元素を含有するＴｉＯ２を主成分とする無機粒子が特に好ましい。主成分
とは、粒子を構成する成分の中で最も含有量（質量％）が多い成分を意味する。
　本発明におけるＴｉＯ２を主成分とする粒子は、屈折率が１．９０～２．８０であるこ
とが好ましく、２．１０～２．８０であることがさらに好ましく、２．２０～２．８０で
あることが最も好ましい。
【０１９８】
　ＴｉＯ２を主成分とする粒子の結晶構造は、ルチル、ルチル／アナターゼの混晶、アナ
ターゼ、アモルファス構造が主成分であることが好ましく、特にルチル構造が主成分であ
ることが好ましい。主成分とは、粒子を構成する成分の中で最も含有量（質量％）が多い
成分を意味する。
【０１９９】
　ＴｉＯ２を主成分とする粒子に、Ｃｏ（コバルト）、Ａｌ（アルミニウム）及びＺｒ（
ジルコニウム）から選ばれる少なくとも１つの元素を含有することで、ＴｉＯ２が有する
光触媒活性を抑えることができ、本発明のフィルムの耐候性を改良することができる。
　特に、好ましい元素はＣｏ（コバルト）である。また、２種類以上を併用することも好
ましい。
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　本発明のＴｉＯ２を主成分とする無機粒子は、表面処理により特開２００１－１６６１
０４号公報記載のごとく、コア／シェル構造を有していても良い。
【０２００】
　本発明に使用する無機微粒子の粒径は、分散媒体中でなるべく微細化されていることが
好ましく、質量平均径は１～２００ｎｍである。好ましくは５～１５０ｎｍであり、さら
に好ましくは１０～１００ｎｍ、特に好ましくは１０～８０ｎｍである。無機微粒子を１
００ｎｍ以下に微細化することで透明性を損なわないフィルムを形成できる。無機微粒子
の粒子径は、光散乱法や電子顕微鏡写真により測定できる。
【０２０１】
　無機微粒子の比表面積は、１０～４００ｍ２／ｇであることが好ましく、２０～２００
ｍ２／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
。
【０２０２】
　本発明に使用する無機微粒子は分散媒体中に分散物として、各層形成用の塗布液に添加
することが好ましい。
　無機微粒子の分散媒体は、沸点が６０～１７０℃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（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）、ケトン（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）、エステル（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）、脂肪族炭
化水素（例、ヘキサン、シクロヘキサン）、ハロゲン化炭化水素（例、メチレンクロライ
ド、クロロホルム、四塩化炭素）、芳香族炭化水素（例、ベンゼン、トルエン、キシレン
）、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、テトラハイドロフラン）、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。トルエン、キシレン、メ
チルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびブタノールが特に
好ましい。
　特に好ましい分散媒体は、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。
【０２０３】
　無機微粒子は、分散機を用いて分散する。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）、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が含まれる。サンドグラインダーミルおよび高速インペラーミ
ルが特に好ましい。また、予備分散処理を実施してもよい。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。
【０２０４】
　（導電性粒子）
　本発明の反射防止フィルムには導電性を付与するために、各種の導電性粒子を用いるこ
とができる。
　導電性粒子は、金属の酸化物または窒化物から形成することが好ましい。金属の酸化物
または窒化物の例には、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛および窒化チタンが含まれる
。酸化錫および酸化インジウムが特に好ましい。導電性無機粒子は、これらの金属の酸化
物または窒化物を主成分とし、さらに他の元素を含むことができる。主成分とは、粒子を
構成する成分の中で最も含有量（質量％）が多い成分を意味する。他の元素の例には、Ｔ
ｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ａｓ、Ｃｒ、Ｈｇ、Ｚｎ、Ａｌ
、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｐ、Ｓ、Ｂ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｖおよびハロゲン原子が含まれる。酸化錫およ
び酸化インジウムの導電性を高めるために、Ｓｂ、Ｐ、Ｂ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｖおよびハロゲ
ン原子を添加することが好ましい。Ｓｂを含有する酸化錫（ＡＴＯ）およびＳｎを含有す
る酸化インジウム（ＩＴＯ）が特に好ましい。ＡＴＯ中のＳｂの割合は、３～２０質量％
であることが好ましい。ＩＴＯ中のＳｎの割合は、５～２０質量％であることが好ましい
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。
【０２０５】
　導電性無機粒子を表面処理してもよい。表面処理は、無機化合物または有機化合物を用
いて実施する。表面処理に用いる無機化合物の例には、アルミナおよびシリカが含まれる
。シリカ処理が特に好ましい。表面処理に用いる有機化合物の例には、ポリオール、アル
カノールアミン、ステアリン酸、シランカップリング剤およびチタネートカップリング剤
が含まれる。シランカップリング剤が最も好ましい。二種類以上の表面処理を組み合わせ
て実施してもよい。
　導電性無機粒子の形状は、米粒状、球形状、立方体状、紡錘形状あるいは不定形状であ
ることが好ましい。また、二種類以上の導電性粒子を特定の層内あるいはフィルムとして
併用してもよい。
　導電性無機粒子は、分散物の状態で帯電防止層の形成に使用することができる。
【０２０６】
　高屈折率層および中屈折率層の膜厚は用途により適切に設計することができる。高屈折
率層および中屈折率層を光学干渉層として用いる場合、３０～２００ｎｍが好ましく、よ
り好ましくは５０～１７０ｎｍ、特に好ましくは６０～１５０ｎｍである。
【０２０７】
　高屈折率層および中屈折率層のヘイズは、防眩機能を付与する粒子を含有しない場合、
低いほど好ましい。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。
　高屈折率層および中屈折率層は、前記支持体上に直接、又は、他の層を介して構築する
ことが好ましい。
【０２０８】
　本発明の高屈折率層および中屈折率層では、塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一
性を確保するために、フッ素系、シリコーン系の何れかの界面活性剤、あるいはその両者
を防眩層用の塗布組成物中に含有することが好ましい。界面活性剤としては、前記防眩層
に記載の界面活性剤を用いることができる。
【０２０９】
　＜透明支持体＞
　本発明の防眩フィルムの透明支持体としては、プラスチックフィルムを用いることが好
ましい。プラスチックフィルムを形成するポリマーとしては、セルロースアシレート（例
、トリアセチルセルロース、ジアセチルセルロース、代表的には富士フイルム社製ＴＡＣ
－ＴＤ８０Ｕ，ＴＤ８０ＵＦなど）、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリエステル（例
、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）、ポリスチレン、ポリオレ
フィン、ノルボルネン系樹脂（アートン：商品名、ＪＳＲ社製）、非晶質ポリオレフィン
（ゼオネックス：商品名、日本ゼオン社製）、（メタ）アクリル系樹脂（アクリペットＶ
ＲＬ２０Ａ：商品名、三菱レイヨン社製、特開２００４－７０２９６号公報や特開２００
６－１７１４６４号公報記載の環構造含有アクリル系樹脂）などが挙げられる。このうち
トリアセチルセルロース、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、が
好ましく、特にトリアセチルセルロースが好ましい。
【０２１０】
　本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムを液晶表示装置に用いる場合、片面に粘
着層を設ける等してディスプレイの最表面に配置する。また、本発明の防眩フィルムまた
は反射防止フィルムと偏光板を組み合わせてもよい。該透明支持体がトリアセチルセルロ
ースの場合は偏光板の偏光層を保護する保護フィルムとしてトリアセチルセルロースが用
いられるため、本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムをそのまま保護フィルムに
用いることがコストの上では好ましい。
【０２１１】
　本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムは、片面に粘着層を設ける等してディス
プレイの最表面に配置したり、そのまま偏光板用保護フィルムとして使用される場合には
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、十分に接着させるためには透明支持体上に最外層を形成した後、鹸化処理を実施するこ
とが好ましい。鹸化処理は、公知の手法、例えば、アルカリ液の中に該フィルムを適切な
時間浸漬して実施される。アルカリ液に浸漬した後は、該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。
　鹸化処理することにより、最外層を有する側とは反対側の透明支持体の表面が親水化さ
れる。
【０２１２】
　＜塗布方式＞
　本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムは以下の方法で形成することができるが
、この方法に制限されない。まず、各層を形成するための成分を含有した塗布液が調製さ
れる。次に、諸機能層を形成するための塗布液をディップコート法、エアーナイフコート
法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法や
ダイコート法により透明支持体上に塗布し、加熱・乾燥するが、マイクログラビアコート
法、ワイヤーバーコート法、ダイコート法（米国特許２６８１２９４号明細書、特開２０
０６－１２２８８９号明細書参照）がより好ましく、ダイコート法が特に好ましい。
【０２１３】
　その後、光照射あるいは加熱して、機能層を形成するモノマーを重合して硬化する。こ
れにより機能層が形成される。ここで必要であれば、機能層を複数層とすることができる
。
【０２１４】
　次に、同様にして低屈折率層を形成するための塗布液を機能層上に塗布し、光照射ある
いは加熱し（紫外線など電離放射線を照射、好ましくは加熱下で電離放射線を照射するこ
とにより硬化させ、）低屈折率層が形成される。このようにして本発明の反射防止フィル
ムが得られる。
【０２１５】
　＜偏光板＞
　偏光板は、偏光膜の表側および裏側の両面を保護する２枚の保護フィルムで主に構成さ
れる。本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムは、偏光膜を両面から挟む２枚の保
護フィルムのうち少なくとも１枚に用いることが好ましい。本発明の防眩フィルムまたは
反射防止フィルムが保護フィルムを兼ねることで、偏光板の製造コストを低減できる。ま
た、本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムを最表層に使用することにより、外光
の映り込み等が防止され、耐傷性、防汚性等も優れた偏光板とすることができる。
【０２１６】
　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
るのに特に有効である。また、親水化された表面は、空気中の塵埃が付着しにくくなるた
め、偏光膜と接着させる際に偏光膜と防眩フィルムの間に塵埃が入りにくく、塵埃による
点欠陥を防止するのに有効である。
【０２１７】
　鹸化処理は、最外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４
０゜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２０゜以下である。
【０２１８】
　＜画像表示装置＞
　本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムは、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）、表面電界ディスプレイ（ＳＥＤ）のような画像表示装置に適用
することができる。特に好ましくは液晶表示装置（ＬＣＤ）に用いられる。本発明の防眩
フィルムまたは反射防止フィルムは透明支持体を有しているので、透明支持体側を画像表
示装置の画像表示面に接着して用いられる。
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【０２１９】
　本発明の防眩フィルムまたは反射防止フィルムは、偏光膜の表面保護フィルムの片側と
して用いた場合、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。
【実施例】
【０２２０】
　本発明を詳細に説明するために、以下に実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。なお、特別の断りの無い限り、「部」及び「％」は質量基準で
ある。
【０２２１】
　表１に防眩層用塗布液１～１５の組成を示す。防眩層用塗布液各々について、表1の組
成で調整後、孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルターでろ過して塗布液を調製した。
なお、表１の数値は質量％である。
【０２２２】
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【表１】

【０２２３】
　それぞれ使用した化合物を以下に示す。
　ＰＥＴ－３０：ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ
アクリレートの混合物［日本化薬（株）製］；
　ビスコートＶ－３６０：エチレンオキシド（ＥＯ）変性したトリメチロールプロパント
リアクリレート[大阪有機化学製]
　粒子分散物：下記の粒子をポリトロン分散機にて１００００ｒｐｍで２０分間分散した
ＭＩＢＫ分散液
　粒子Ａ：平均粒径６μｍ架橋アクリル粒子[屈折率１．５０、綜研化学製]
　粒子Ｂ：平均粒径８μｍ架橋アクリル粒子[屈折率１．５０、綜研化学製]
　粒子Ｃ：平均粒径１０μｍ架橋アクリル粒子[屈折率１．５０、綜研化学製]
　粒子Ｄ：平均粒径５μｍシリカ粒子[屈折率１．４３、積水化学工業製]
　粒子Ｅ：平均粒径２．５μｍシリカ粒子[屈折率１．４３、日本触媒製]
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　粒子Ｈ：平均粒径５μｍ架橋アクリル・スチレン粒子[屈折率１．５６、綜研化学製]
　粒子分散物：下記の粒子を後述の方法により粒子分散物を得る　　
　粒子Ｆ：後述の方法により作製された無機酸化物粒子
　粒子Ｇ：後述の方法により作製された無機酸化物粒子
　Ｉｒｇ１２７：重合開始剤［イルガキュア１２７：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ
（株）製］；
　ＣＡＢ：ＣＡＢ－３８１－２[イーストマン・ケミカル社製]
　ＭＥＫ：メチルイソブチルケトン
　ＭＩＢＫ：メチルエチルケトン
　なお、粒子の屈折率は、屈折率の異なる２種類の溶媒（例えば、トルエン、１－ブロモ
ナフタレン、１－クロロナフタレン、ジヨードメタン、イオウ入りジヨードメタンなど）
の混合比を変化させて屈折率を変化させた溶媒中に透光性粒子を等量分散して液温２５℃
で濁度を測定し、濁度が極小になった時の溶媒の屈折率をアッベ屈折計を用いて液温２５
℃、５８９ｎｍの波長の光を用いて測定した。
【０２２４】
　ＳＰ－１３：フッ素系の界面活性剤（ＭＥＫの５０質量％溶液として溶解した後に使用
した。）
【０２２５】
【化１】

【０２２６】
（無機酸化物粒子：粒子Ｆ）
　まず、シリカ系複合酸化物よりなる被覆層の形成用原料として、シリコンとチタンのア
ルコキシドよりなる原料を調製した。
【０２２７】
　３リットルの三角フラスコに、メチルシリケート（Ｓｉ（ＯＭｅ）４、多摩化学工業（
株）、商品名；正珪酸メチル）２０３．１ｇを仕込み、撹拌しながら、メチルアルコール
１０１．５ｇと０．０３５質量％塩酸２４ｇを加え、室温で約１０分間撹拌することによ
ってメチルシリケートを部分加水分解した。
【０２２８】
　続いて、テトライソプロポキシチタン（Ｔｉ（ＯｉＰｒ）４、日本曹達（株）、品名；
Ａ－１（ＴＰＴ））１８９．３ｇをイソプロピルアルコール３７８．６ｇで希釈した液を
加え、透明な均一溶液からなる被覆層形成用の原料（ＳｉとＴｉの複合アルコキシド）８
９６．５ｇを得た。なお仕込み組成より、このときのＴｉの含有率は、３３．３モル％で
あった。
【０２２９】
　なお上記部分加水分解時におけるシリコン以外の周期表４族または１４族の金属のアル
コキシドに対する水の当量（Ｙ値）は、２．０であった。
【０２３０】
　次に、シリカを主成分とする核部を製造した。
【０２３１】
　攪拌機付きのガラス製反応容器（内容積５リットル）に、tert-ブチルアルコールおよ
びアンモニア水（２５質量％）をそれぞれ６４０ｇおよび１６０ｇ仕込み、よく混合して
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反応液を調製し、反応液の温度を４０℃に保持した。メチルシリケート（Ｓｉ（ＯＭｅ）

４、多摩化学工業(株)、商品名；正珪酸メチル）６５．５ｇをメチルアルコール３２．７
ｇで希釈した原料とアンモニア水（２５質量％）３８．０ｇを反応液中にそれぞれ独立に
液中同時滴下した。滴下を開始してから約１０分後に反応液が白濁し始め、シリカ粒子が
生成していることがわかった。約２時間かけて全ての原料とアンモニア水を滴下し、核部
となるシリカ粒子を製造した。なお、滴下終了後の溶液の一部をサンプリングし、後の分
析に供した。
【０２３２】
　引き続き、前述した被覆層形成用の原料８９６．５ｇとアンモニア水（２５質量％）１
８９．２ｇをそれぞれ独立して反応容器に滴下し、前記の核粒子の表面に被覆層を形成し
た。なお、原料とアンモニア水の滴下比率をほぼ一定にして、最初は滴下速度を遅めにし
、後半は速度を上げて約６時間かけて全ての原料を滴下し、無機酸化物粒子を製造した。
【０２３３】
　滴下終了後、更に１時間攪拌を続けた後、系内の溶液を取り出し、５リットルのビーカ
ーに移して静置した。溶媒として純水を用いて数回デカンテーションを繰り返して生成物
を洗浄した。沈殿物を乾燥後、１０５０℃で１２時間、空気中で焼成し、無機酸化物粒子
を調製した。
【０２３４】
　前記のサンプリングした核部（シリカ粒子）も上記被覆粒子（無機酸化物粒子）と同じ
条件で焼成した後、ＳＥＭ観察し、粒子物性を評価した。その結果、核部は、平均粒子径
が２．１μｍ、変動係数が６．５％、電子顕微鏡の撮影像から求められる円形度が０．９
７の単分散性の高い球状粒子であることがわかった。
【０２３５】
　一方、被覆粒子は、平均粒子径が２．５μｍ、変動係数が３．５％、電子顕微鏡の撮影
像から求められる円形度が０．９６の単分散性の高い球状粒子であることがわかった。上
記の核部と被覆粒子の平均粒子径より、被覆層の厚みは０．２μｍと見積もられた。
【０２３６】
　また、確認のためにオージェ電子分光法（ＡＥＳ）を用いて上記粒子の表面分析を行な
ったところ、粒子の表面層からはＳｉとＴｉが検出され、更にアルゴンイオンで表面をス
パッタリングしながらＴｉの深さ方向の分布を調べたところ、Ｔｉを含む表面層の厚みは
約０．２μｍであることがわかった。また上記表面層中のＳｉとＴｉの比率はＴｉ：Ｓｉ
＝１：２であることもわかった。
　以上のように、シリカ とチタニアよりなるシリカ系複合酸化物でシリカ粒子が被覆さ
れた二層構造の無機酸化物粒子であることが確認できた。
【０２３７】
　得られた二層構造の無機酸化物粒子をメタノールに２０％の濃度で分散し、無機酸化物
粒子１００質量％に対して、アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン２０部、お
よびジイソプロポキシアルミニウムエチルアセテート１．５部加え混合した後に、イオン
交換水９部を加えた。６０℃で８時間反応させた後に室温まで冷却し、アセチルアセトン
１．８部を添加し、分散液を得た。その後、無機酸化物粒子の含率がほぼ一定になるよう
にＭＩＢＫを添加しながら、圧力３０Ｔｏｒｒで減圧蒸留による溶媒置換を行い、最後に
濃度調整により固形分濃度３０％の分散液を得た。
【０２３８】
（無機酸化物粒子：粒子Ｇ）
　撹拌羽根付きの内容積４リットルのガラス製反応器にイソプロパノールおよびアンモニ
ア水（２５重量％）をそ　れぞれ４８０ｇおよび１２０ｇ仕込み、反応液の温度を４０℃
に保持しつつ１００ｒｐｍで撹拌した。
【０２３９】
　次に、３リットルの三角フラスコに、テトラメトキシシラン（Ｓｉ（ＯＭｅ）４、コル
コート（株）、商品名：メチルシリケート３９）４０８ｇを仕込み、撹拌しながら、メタ
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ノール２５４ｇと０．０３５重量％塩酸水溶液（ｐＨ２．１）４７．６ｇを加え、約１０
分間撹拌してテトラメトキシシランの部分加水分解を行った。このとき、該溶液はテトラ
メトキシシランの加水分解による発熱を観測した。また、ＧＣ／ＭＳを用
　いて分析したところ、テトラメトキシシランの一つのメトキシ基が加水分解し、Ｓｉ（
ＯＭｅ）３（ＯＨ）が生成していることが確認できた。
【０２４０】
　続いて、チタンテトライソプロポキシド（Ｔｉ（Ｏ－ｉＰｒ）４、日本曹達（株）、商
品名：Ａ－１）３７５ｇをイソプロパノール４００ｇで希釈した液を加え、無色透明な均
一溶液（ＳｉとＴｉの複合アルコキシド）を得た。
【０２４１】
　なお、上記でテトラメトキシシランの部分加水分解に用いた水の量は、チタンテトライ
ソプロポキシドに対して２．０当量であった。また、仕込み組成より、テトラメトキシシ
ランとチタンテトライソプロポキシドの合計のモル数に対するチタンテトライソプロポキ
シドの配合比率は、３３モル％であった。
【０２４２】
　シリカ以外の金属酸化物の含有量が３３モル％の場合、式（１）より求められる部分加
水分解に必要な水の、シリカ以外の金属アルコキシドに対する当量は、１．５２を超え２
．５２未満である。
【０２４３】
　上記複合アルコキシド溶液（原料）約１４８０ｇを０．３ｇ／ｍｉｎの速度で、アルカ
リ性水溶液としてアンモニア水（２５重量％）３２０ｇを０．１ｇ／ｍｉｎの速度で反応
液中に同時滴下してシリカ系複合酸化物粒子を合成した。滴下開始後、原料とアルカリ性
水溶液の滴下速度を徐々に増加させ、５時間かけて全量を滴下した。
【０２４４】
　滴下終了後３０分間撹拌を続けた後、溶液を取り出した。溶液の重量は約２４００ｇで
あった。ろ過、乾燥後に回収した粒子は２６１ｇであった。したがって、粒子を製造した
際のスラリー濃度は約１１％であった。溶媒として純水を用いて数回デカンテーションを
繰り返して生成物を洗浄した。沈殿物を乾燥後、１０００℃で４時間、空気中で焼成し、
無機酸化物粒子を調製した。
【０２４５】
　得られた粒子を走査型電子顕微鏡で観察した結果、粒子形状は明らかに球状であった。
画像解析の結果、平均粒子径は１．５μｍ、粒子径の変動係数は８．７％、粒子の円形度
は０．８８であった。
【０２４６】
　焼成した粒子を走査型電子顕微鏡で観察した結果、密度は２．６７ｇ／ｃｍ３、屈折率
は１．７０であった。Ｘ線回折の結果、乾燥した粒子は非晶質であった。また、１０００
℃で焼成した粒子は、２５．２°付近にアナターゼ型チタニア由来のピークを検出した。
よって焼成粒子は、シリカマトリックス中にチタニアの微結晶が分散した球状の粒子であ
ることが分かった。
【０２４７】
　得られた無機酸化物粒子をメタノールに２０％の濃度で分散し、無機酸化物粒子１００
質量％に対して、アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン２０部、およびジイソ
プロポキシアルミニウムエチルアセテート１．５部加え混合した後に、イオン交換水９部
を加えた。６０℃で８時間反応させた後に室温まで冷却し、アセチルアセトン１．８部を
添加し、分散液を得た。その後、無機酸化物粒子の含率がほぼ一定になるようにＭＩＢＫ
を添加しながら、圧力３０Ｔｏｒｒで減圧蒸留による溶媒置換を行い、最後に濃度調整に
より固形分濃度３０％の分散液を得た。
【０２４８】
　（中屈折率層用塗布液Ａの調製）
　ＺｒＯ２微粒子含有ハードコート剤（デソライトＺ７４０４［屈折率１．７２、固形分
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濃度：６０質量％、酸化ジルコニウム微粒子含量：７０質量％（対固形分）、酸化ジルコ
ニウム微粒子の平均粒子径：約２０ｎｍ、溶剤組成：ＭＩＢＫ／ＭＥＫ＝９／１、ＪＳＲ
（株）製］）１０．０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）３．０質量部、光重合開始剤（
イルガキュア１８４、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）０．１質量部、メチ
ルイソブチルケトン８６．９質量部を添加して攪拌し、さらにＳＰ－１３を０．１質量部
添加し、十分に攪拌ののち、孔径０．４μｍのポリプロピレン製フィルターで濾過して中
屈折率層用塗布液Ａを調製した。
　中屈折率層用塗布液Ａを約４μｍの厚みになるようにガラス板に塗布し、アッベ屈折率
計（アタゴ（株）製）にて測定した結果、１．６２であった。
【０２４９】
　（高屈折率層用塗布液Ａの調製）
　ＺｒＯ２微粒子含有ハードコート剤（デソライトＺ７４０４［屈折率１．７２、固形分
濃度：６０質量％、酸化ジルコニウム微粒子含量：７０質量％（対固形分）、酸化ジルコ
ニウム微粒子の平均粒子径：約２０ｎｍ、溶剤組成：ＭＩＢＫ／ＭＥＫ＝９／１、ＪＳＲ
（株）製］）１５．０質量部に、メチルイソブチルケトン８５．０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濾過して高屈折率層用塗布液Ａを
調製した。
　高屈折率層用塗布液Ａを約４μｍの厚みになるようにガラス板に塗布し、アッベ屈折率
計（アタゴ（株）製）にて測定した結果、１．６２であった。
【０２５０】
　（低屈折率層用塗布液Ａの調製）
　（中空シリカ粒子分散液の調製）
　中空シリカ粒子微粒子ゾル（イソプロピルアルコールシリカゾル、触媒化成工業（株）
製ＣＳ６０－ＩＰＡ、平均粒子径６０ｎｍ、シエル厚み１０ｎｍ、シリカ濃度２０％、シ
リカ粒子の屈折率１．３１）５００部に、アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラ
ン２０部、およびジイソプロポキシアルミニウムエチルアセテート１．５部加え混合した
後に、イオン交換水９部を加えた。６０℃で８時間反応させた後に室温まで冷却し、アセ
チルアセトン１．８部を添加し、分散液を得た。その後、シリカの含率がほぼ一定になる
ようにシクロヘキサノンを添加しながら、圧力３０Ｔｏｒｒで減圧蒸留による溶媒置換を
行い、最後に濃度調整により固形分濃度１８．２％の分散液を得た。得られた分散液のＩ
ＰＡ残存量をガスクロマトグラフィーで分析したところ０．５％以下であった。
【０２５１】
　得られた中空シリカ粒子分散液を用いて下記組成の低屈折率層用塗布液Ａを調製した。
【０２５２】
低屈折率層用塗布液Ａの組成
　ＤＰＨＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０質量部
　Ｐ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６質量部
　中空シリカ粒子分散液（１８．２％）　　　　　　　　　　　２６．４質量部
　ＲＭＳ－０３３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４質量部
　イルガキュア９０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３質量部
　Ｍ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．９質量部
　ＭＥＫ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６８．４質量部
【０２５３】
　「Ｐ－１」：特開２００４－４５４６２号公報に記載の含フッ素共重合体Ｐ－３（質量
平均分子量約５００００）
　ＤＰＨＡ：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、日本化薬（株）製
　イルガキュア９０７：重合開始剤[チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製]
　Ｍ－１：特開２００６－２８４７６１号公報に記載の含フッ素化合物
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【０２５４】
【化２】

【０２５５】
　ＲＭＳ－０３３：メタクリロキシ変性シリコーン（Ｇｅｌｅｓｔ(株)製）
【０２５６】
　低屈折率層用塗布液Ａを約４μｍの厚みになるようにガラス板に塗布し、アッベ屈折率
計（アタゴ（株）製）にて測定した結果、１．３６であった。　
【０２５７】
　［実施例１］
防眩フィルム試料Ｆ－１０１～１１５の作製
【０２５８】
（１）防眩層の塗設
　８０μｍの厚さのトリアセチルセルロースフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ、富士フイル
ム（株）製）をロール形態から巻き出して、表２に示す防眩層用塗布液を使用し特開２０
０６－１２２８８９号公報実施例１記載のスロットダイを用いたダイコート法で、搬送速
度３０ｍ／分の条件で塗布し、６０℃で１５０秒乾燥の後、さらに窒素パージ下酸素濃度
約０．１％で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、照度４００ｍＷ／ｃｍ2、照射量１００ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布
層を硬化させ巻き取った。各防眩層の平均膜厚は表２の値になるように塗布量を調整し、
表２に示す試料１０１～１１５を作製した。
【０２５９】
【表２】

【０２６０】
　（防眩フィルムの評価）
　以下の方法により防眩フィルムの諸特性の評価を行った。結果を表３に示す。
【０２６１】
［映り込み］
　防眩フィルムの裏面を黒マジックで塗りつぶした後に、硝子板に貼り付け、防眩フィル
ムの表面に蛍光灯の光を反射させた際の蛍光灯のエッジのボケの様子を評価した。
　　◎：十分にボケており、輪郭が直線状に認識できない。
　　○：十分にボケており、輪郭が直線状にほとんど認識できない。
　　△：輪郭がやや直線状に認識できるが、気にならない。
　　×：蛍光灯の形がはっきりと映り込み、気になる。
　△以上のレベルを合格と判定した。
【０２６２】
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［黒締り］
　ＩＰＳ方式液晶セルを使用した液晶表示装置（３２”ＴＶ：Ｗ３２-Ｌ７０００、日立
（株）製）に設けられている視認側の表面フィルムを剥がし、代わりに本発明の光学フィ
ルムを、塗布面を視認側にして、裏面に粘着剤を介して貼り付けた。１０００ｌｕｘの明
室にて、液晶表示装置を黒表示にして、目視により評価し、下記判定を行った。
　１０点満点で評価。１０点は、外光による白ちゃけ感が全く感じられず、黒表示として
は輝度が低く、明室下コントラストが申し分なく高い。一方、４点以下は、外光による白
ちゃけ感が強すぎて、黒表示として許容外（ＮＧ）であり、明室下コントラストが低い。
【０２６３】
（ギラツキ）
　透過型白色面光源のバックライトビュアの上に、解像度１００ｐｐｉのマトリックスフ
ィルタ（厚さ：０．７ｍｍ）を介して、暗室環境下で全方位におけるギラツキ（防眩フィ
ルムの表面突起のレンズ効果が原因の輝度バラツキ）の程度を、以下の基準で目視評価し
た。
◎：全くギラツキが見られない
○：非常に注意深く観察するとギラツキがわずかに視認できる
△：ギラツキがわずかに視認出来るが気にならない
△×：ギラツキが見え気になる。
×：不快なギラツキがある
　△以上のレベルを合格と判定した。
【０２６４】
　（表面形状の評価）
　得られたフィルムの表面形状をＪＩＳ Ｂ－０６０１（１９９４）に基づいて、表面凹
凸の算術平均粗さ（Ｒａ）、平均間隔（Ｓｍ）を小坂研究所（株）製サーフコーダーＭＯ
ＤＥＬ　ＳＥ－３Ｆにより評価した。Ｓｍに関しては、測定の際の測定長は８ｍｍ、カッ
トオフ値は０．８ｍｍとした。
【０２６５】
　（傾斜角度θ）
　前記の本発明に好適な方法に従い測定した。
【０２６６】
（へイズ）
　［１］ＪＩＳ－Ｋ７１３６に準じて、得られた反射防止フィルムの全ヘイズ値（Ｈ）を
測定した。
　［２］反射防止フィルムの表面および裏面にシリコーンオイルを数滴添加し、厚さ１ｍ
ｍのガラス板（ミクロスライドガラス品番Ｓ９１１１、ＭＡＴＳＵＮＡＭＩ製）を２枚用
いて裏表より挟んで、完全に２枚のガラス板と得られた反射防止フィルムを密着し、表面
ヘイズを除去した状態でヘイズを測定し、別途測定したガラス板２枚の間にシリコーンオ
イルのみを挟みこんで測定したヘイズを引いた値をフィルムの内部ヘイズ（Ｈｉ）として
算出した。
　［３］上記［１］で測定した全ヘイズ（Ｈ）から上記［２］で算出した内部ヘイズ（Ｈ
ｉ）を引いた値をフィルムの表面ヘイズ（Ｈｓ）として算出した。
　測定装置としては、日本電色工業（株）製の濁度計「ＮＤＨ－２０００」を用いた。
【０２６７】



(43) JP 2010-78886 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【表３】

【０２６８】
　F-101～110の結果から、粒子１の平均粒径が防眩層の平均膜厚より０．０１～３．０μ
ｍ大きく、粒子２（無機酸化物粒子）の平均粒径が防眩層の平均膜厚よりも０．１０μｍ
以上小さく、粒子１の添加量が防眩層の全固形分に対して０．１～１質量％、粒子２の添
加量が防眩層の全固形分に対して２～３０質量％にある防眩フィルムは、映り込み、黒締
り、ギラツキが良好な結果が得られることがわかった。また、θ（0.5）が50%以上、更に
は70％以上になることで、黒締りが更に良化することがわかった。
【０２６９】
　［実施例２］
　防眩性反射防止フィルム試料Ｆ－２０１～２０６、３０１～３０６の作製
【０２７０】
　実施例１で作製した防眩フィルムＦ－１０１，１０２，１０５，１０６，１０７，１１
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１上に、表４に示す塗布液を使用し特開２００６－１２２８８９号明細書実施例１記載の
スロットダイを用いたダイコート法で、搬送速度３０ｍ／分の条件で塗布し、６０℃で６
０秒乾燥の後、さらに窒素パージ下酸素濃度約０．０１～０．１％の範囲で２４０Ｗ／ｃ
ｍ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、照度４００ｍ
Ｗ／ｃｍ2、照射量２４０ｍＪ／ｃｍ2の紫外線を照射して塗布層を硬化させ巻き取った。
各層の膜厚は表４の値になるように事前にＰＥＴフィルム上で塗布量を調整しその塗布量
で塗布を行ない、表４に示す試料Ｆ－２０１～２０６、３０１～３０６を作製した。
ＰＥＴフィルム上の膜厚は、反射分光膜厚計「ＦＥ３０００（大塚電子（株）製）」を用
いて算出した。
【０２７１】
【表４】

【０２７２】
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（防眩性反射防止フィルムの評価）
　以下の方法により反射防止フィルムの特性の評価を行った。結果を表５に示す。
【０２７３】
　（積分反射率）
　防眩性反射防止フィルムの裏面をサンドペーパーで粗面化した後に黒色インクで処理し
、裏面反射をなくした状態にした。該反射防止フィルムの表面を、分光光度計Ｖ－５５０
（日本分光（株）製）の積分球に装着して、３８０～７８０ｎｍの波長領域において、反
射率を測定し、４５０～６５０ｎｍの平均反射率を積分反射率として算出した。
【０２７４】
［黒締り］
　ＩＰＳ方式液晶セルを使用した液晶表示装置（３２”ＴＶ：Ｗ３２-Ｌ７０００、日立
（株）製）に設けられている視認側の表面フィルムを剥がし、代わりに本発明の光学フィ
ルムを、塗布面を視認側にして、裏面に粘着剤を介して貼り付けた。１０００ｌｕｘの明
室にて、液晶表示装置を黒表示にして、目視により評価し、下記判定を行った。
　１０点満点で評価。１０点は、外光による白ちゃけ感が全く感じられず、黒表示として
は輝度が低く、明室下コントラストが申し分なく高い。一方、４点以下は、外光による白
ちゃけ感が強すぎて、黒表示として許容外（ＮＧ）であり、明室下コントラストが低い。
【０２７５】
【表５】

【０２７６】
　F-２０１～２０５の結果から、本発明の防眩フィルムを使用して作製した防眩性反射防
止フィルムは、積分反射率が１．５％以下となり、黒締りが良化している。　F-３０１～
３０５は、反射率が１．０％以下となり、F-２０１～２０５より更に黒締りが良化してい
る。
【０２７７】
　［実施例３］
　（防眩性反射防止フィルムの鹸化処理）
　試料Ｆ-１０１～１１０、Ｆ-２０１～２０５、Ｆ－３０１～３０５について、以下の処
理を行った。１．５ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液を調製し、５５℃に保温した。
０．０１ｍｏｌ／Ｌの希硫酸水溶液を調製し、３５℃に保温した。作製した防眩性反射防
止フィルムを上記の水酸化ナトリウム水溶液に２分間浸漬した後、水に浸漬し水酸化ナト
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に浸漬し希硫酸水溶液を十分に洗い流した。最後に試料を１２０℃で充分に乾燥させた。
このようにして、鹸化処理済み反射防止フィルム（ＫＦ-１０１～１１０、ＫＦ-２０１～
２０５、ＫＦ-３０１～３０５）を作製した。
【０２７８】
　（偏光板の作製）
　１．５ｍｏｌ／Ｌ、５５℃のＮａＯＨ水溶液中に２分間浸漬したあと中和、水洗した、
８０μｍの厚さのトリアセチルセルロースフィルム（ＴＡＣ－ＴＤ８０Ｕ、富士フイルム
（株）製）と、鹸化処理済み反射防止フィルム（ＫＦ-１０１～１１０、ＫＦ-２０１～２
０５、ＫＦ-３０１～３０５）の各々のフィルムに、ポリビニルアルコールにヨウ素を吸
着させ、延伸して作製した偏光膜の両面を接着、保護して偏光板（ＰＦ-１０１～１１０
、ＰＦ-２０１～２０５、ＰＦ-３０１～３０５）を作製した。
【０２７９】
　［実施例４］
　実施例３で作製した偏光板（ＰＦ-１０１～１１０、ＰＦ-２０１～２０５、ＰＦ-３０
１～３０５）を、防眩層あるいは低屈折率層が最表面となるように透過型ＴＮ液晶表示装
置搭載のノートパソコンの液晶表示装置（偏光選択層を有する偏光分離フィルムである住
友３Ｍ（株）製のＤ－ＢＥＦをバックライトと液晶セルとの間に有する）の視認側の偏光
板と貼り代えたところ、背景の映りこみが極めて少なく、表示品位の非常に高い表示装置
が得られた。
【０２８０】
　［実施例５］
　実施例１、２における本発明試料（Ｆ-１０１～１１０、Ｆ-２０１～２０５、Ｆ－３０
１～３０５）フィルムを貼りつけた透過型ＴＮ液晶セルの視認側の偏光板の液晶セル側の
保護フィルム、およびバックライト側の偏光板の液晶セル側の保護フィルムとして、光学
補償フィルム（ワイドビューフィルムエース、富士フイルム（株）製）を用いたところ、
明室でのコントラストに優れ、且つ上下左右の視野角が非常に広く、極めて視認性に優れ
、表示品位の高い液晶表示装置が得られた。
【０２８１】
　［実施例６］
　本発明試料（Ｆ-２０１～２０５、Ｆ-３０１～３０５）フィルムを、有機ＥＬ表示装置
の表面のガラス板に粘着剤を介して貼り合わせたところ、ガラス表面での反射が抑えられ
、視認性の高い表示装置が得られた。
【０２８２】
　［実施例７］
　実施例２における本発明試料（Ｆ-２０１～２０５、Ｆ-３０１～３０５）フィルムを用
いて、片面に本発明の防眩性反射防止フィルムを有する偏光板を作製し、偏光板の本発明
の防眩性反射防止フィルムを有している側の反対面にλ／４板を張り合わせ、本発明の防
眩性反射防止フィルム側が最表面になるように、有機ＥＬ表示装置の表面のガラス板に貼
り付けたところ、表面反射および、表面ガラスの内部からの反射がカットされ極めて視認
性の高い表示が得られた。
【図面の簡単な説明】
【０２８３】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、傾斜角度の測定方法の概要を説明する模式図
である。
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