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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として用
いられ、光に曝されても劣化せず、耐衝撃性に優れる合
わせガラスを作製することができる合わせガラス用積層
体を提供する。
【解決手段】合わせガラス用中間膜２と、粘着剤層３、
５で挟み込まれた位相差素子４とが積層されている合わ
せガラス用積層体７であって、前記合わせガラス用中間
膜２は、熱可塑性樹脂及び紫外線吸収剤を含有し、前記
紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物等の化合
物と、ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化
合物とを含有し、前記熱可塑性樹脂１００重量部に対す
る前記マロン酸エステル化合物等の含有量の合計が０．
８重量部以上、かつ、前記ベンゾトリアゾール化合物又
はベンゾフェノン化合物の含有量の合計が０．８重量部
以上であり、前記粘着剤層３、５は、ガラス転移温度が
－２０℃以下の粘着剤を含有する合わせガラス用積層体
である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
合わせガラス用中間膜と、粘着剤層で挟み込まれた位相差素子とが積層されている合わせ
ガラス用積層体であって、
前記合わせガラス用中間膜は、熱可塑性樹脂及び紫外線吸収剤を含有し、
前記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリア
ジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と、ベンゾトリアゾール化
合物又はベンゾフェノン化合物とを含有し、
前記熱可塑性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド
化合物及びトリアジン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上、かつ、前記ベンゾトリ
アゾール化合物又はベンゾフェノン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上であり、
前記粘着剤層は、ガラス転移温度が－２０℃以下の粘着剤を含有する
ことを特徴とする合わせガラス用積層体。
【請求項２】
紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有し、熱
可塑性樹脂１００重量部に対する前記シュウ酸アニリド化合物の含有量が０．８～１．４
重量部、前記ベンゾトリアゾール化合物の含有量が０．８～１．４重量部であることを特
徴とする請求項１記載の合わせガラス用積層体。
【請求項３】
紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有し、熱
可塑性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物の含有量が０．８～１．２
重量部、前記ベンゾトリアゾール化合物の含有量が０．８～１．４重量部であることを特
徴とする請求項１記載の合わせガラス用積層体。
【請求項４】
紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾフェノン化合物とを含有し、熱可塑
性樹脂１００重量部に対する前記シュウ酸アニリド化合物の含有量が０．８～１．４重量
部、前記ベンゾフェノン化合物の含有量が０．８～１．６重量部であることを特徴とする
請求項１記載の合わせガラス用積層体。
【請求項５】
紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾフェノン化合物とを含有し、熱可塑
性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物の含有量が０．８～１．２重量
部、前記ベンゾフェノン化合物の含有量が０．８～１．６重量部であることを特徴とする
請求項１記載の合わせガラス用積層体。
【請求項６】
合わせガラス用中間膜は、更にヒンダードアミン化合物を含有することを特徴とする請求
項１、２、３、４又は５記載の合わせガラス用積層体。
【請求項７】
粘着剤層は、アクリル粘着剤を含有することを特徴とする請求項１、２、３、４又は５記
載の合わせガラス用積層体。
【請求項８】
熱可塑性樹脂はポリビニルアセタール樹脂であることを特徴とする１、２、３、４又は５
記載の合わせガラス用積層体。
【請求項９】
更に、合わせガラス用中間膜は可塑剤を含有することを特徴とする請求項８記載の合わせ
ガラス用積層体。
【請求項１０】
熱可塑性樹脂及び紫外線吸収剤を含有する合わせガラス用中間膜であって、
前記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリア
ジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と、ベンゾトリアゾール化
合物又はベンゾフェノン化合物とを含有し、



(3) JP 2010-265170 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

前記熱可塑性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド
化合物及びトリアジン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上、かつ、前記ベンゾトリ
アゾール化合物又はベンゾフェノン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上である
ことを特徴とする合わせガラス用中間膜。
【請求項１１】
紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有し、熱
可塑性樹脂１００重量部に対する前記シュウ酸アニリド化合物の含有量が０．８～１．４
重量部、前記ベンゾトリアゾール化合物の含有量が０．８～１．４重量部であることを特
徴とする請求項１０記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１２】
紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有し、熱
可塑性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物の含有量が０．８～１．２
重量部、前記ベンゾトリアゾール化合物の含有量が０．８～１．４重量部であることを特
徴とする請求項１０記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１３】
紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾフェノン化合物とを含有し、熱可塑
性樹脂１００重量部に対する前記シュウ酸アニリド化合物の含有量が０．８～１．４重量
部、前記ベンゾフェノン化合物の含有量が０．８～１．６重量部であることを特徴とする
請求項１０記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１４】
紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾフェノン化合物とを含有し、熱可塑
性樹脂１００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物の含有量が０．８～１．２重量
部、前記ベンゾフェノン化合物の含有量が０．８～１．６重量部であることを特徴とする
請求項１０記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１５】
熱可塑性樹脂はポリビニルアセタール樹脂であることを特徴とする１０、１１、１２、１
３又は１４記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１６】
更に、可塑剤を含有することを特徴とする請求項１５記載の合わせガラス用中間膜。
【請求項１７】
請求項１記載の合わせガラス用積層体、又は、請求項１０記載の合わせガラス用中間膜を
用いてなることを特徴とする合わせガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として用いられ、光に曝されても劣化せ
ず、耐衝撃性に優れる合わせガラスを作製することができる合わせガラス用積層体に関す
る。また、本発明は、該合わせガラス用積層体に用いられる合わせガラス用中間膜に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
自動車、航空機等の前面には、いわゆるフロントガラスとして、通常、２枚の対向する板
ガラスと、その間に挟まれた合わせガラス用中間膜で構成された合わせガラスが用いられ
ている。
近年、安全性を向上させるために、例えば、自動車用のフロントガラスについて、このフ
ロントガラスと同じ視野内に、自動車走行データである速度情報等の計器表示をヘッドア
ップディスプレイ（ＨＵＤ）として表示させようとする要望が高まっている。
例えば、ＨＵＤ表示部がフロントガラス表面にはなく、コントロールユニットから送信さ
れる速度情報等をインストルメントパネル部の表示ユニットからフロントガラスに反射さ
せることにより運転者にフロントガラスと同じ位置、すなわち、同一視野内で視認させる



(4) JP 2010-265170 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

形態が提案されている。このようなヘッドアップディスプレイは、フロントガラスを構成
する合わせガラスが２枚の平行なガラスから構成されているため、運転者の視野に写る計
器表示が二重に見えるという欠点があった。
【０００３】
このような問題に対し、特許文献１には、位相差素子を用いた合わせガラスが開示されて
いる。この合わせガラスは、位相差素子が、車外側ガラスと合わせガラス用中間膜との間
に設けられており、位相差素子と車外側ガラスとが紫外線吸収剤を含有する粘着剤により
接着されている。しかし、紫外線吸収能が充分ではなく、光に曝されるとともに位相差素
子が劣化してしまうという問題や、合わせガラスの耐衝撃性が充分ではないという問題が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２５９２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として用いられ、光に曝されても劣化せ
ず、耐衝撃性に優れる合わせガラスを作製することができる合わせガラス用積層体を提供
することを目的とする。また、本発明は、該合わせガラス用積層体に用いられる合わせガ
ラス用中間膜を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、合わせガラス用中間膜と、粘着剤層で挟み込まれた位相差素子とが積層されて
いる合わせガラス用積層体であって、前記合わせガラス用中間膜は、熱可塑性樹脂及び紫
外線吸収剤を含有し、前記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニ
リド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と、
ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物とを含有し、前記熱可塑性樹脂１０
０重量部に対する前記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジン
化合物の含有量の合計が０．８重量部以上、かつ、前記ベンゾトリアゾール化合物及びベ
ンゾフェノン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上であり、前記粘着剤層は、ガラス
転移温度が－２０℃以下の粘着剤を含有する合わせガラス用積層体である。
以下に本発明を詳述する。
【０００７】
本発明者らは、鋭意検討の結果、合わせガラス用中間膜と、粘着剤層で挟み込まれた位相
差素子とが積層されている合わせガラス用積層体において、合わせガラス用中間膜中に特
定の紫外線吸収剤を一定量含有させ、かつ、粘着剤層を特定のガラス転移温度の粘着剤で
構成することにより、該合わせガラス用積層体を用いてなる合わせガラスは、ヘッドアッ
プディスプレイ（ＨＵＤ）として用いられ、光に曝されても劣化せず、耐衝撃性に優れた
合わせガラスとなるということを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００８】
本発明の合わせガラス用積層体は、合わせガラス用中間膜と、粘着剤層で挟み込まれた位
相差素子とが積層されている。なお、上記合わせガラス用中間膜の大きさと上記位相差素
子の大きさとは同一であってもよく、異なっていてもよいが、上記合わせガラス用中間膜
が上記位相差素子より大きいことが好ましい。
【０００９】
上記合わせガラス用中間膜は、熱可塑性樹脂と、紫外線吸収剤とを含有する。これにより
、本発明の合わせガラス用積層体を用いてなる合わせガラスが光に曝されても位相差素子
の劣化を防止できる。
【００１０】
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上記合わせガラス用中間膜は、上記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物、シュ
ウ酸アニリド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化
合物と、ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物との混合物を含有する。こ
のような紫外線吸収剤を用いることにより、特に位相差素子の劣化を防止できる。
【００１１】
上記マロン酸エステル化合物は、芳香環を有することが好ましい。芳香環を有するマロン
酸エステル化合物は、例えば、下記式（１－１）で表されるホスタビンＰＲ－２５（クラ
リアント社製）や、下記式（１－２）で表されるホスタビンＢ－ＣＡＰ（クラリアント社
製）等が挙げられる。
【００１２】
【化１】

【００１３】
上記シュウ酸アニリド化合物は、芳香環を有することが好ましい。芳香環を有するシュウ
酸アニリド化合物は、例えば、下記式（２）で表されるサンデュボアＶＳＵ（クラリアン
ト社製）等が挙げられる。
【００１４】
【化２】

【００１５】
上記トリアジン化合物は、例えば、下記一般式（３）で表される化合物等が挙げられる。
式（３）中、Ｒ１１は、炭素数１～２０の有機基を表し、Ｒ１２は、水素原子、炭素数１
～８のアルキル基又は炭素数１～８のアルコキシ基を表し、Ｒ１３は、水素原子又は水酸
基を表す。
上記トリアジン化合物の市販品は、例えば、Ｔｉｎｕｖｉｎ４００（チバガイギー社製、
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２－Ｏ－Ｃ１３Ｈ２７、Ｒ１２がＣＨ３－、Ｒ１３がＯＨ－である）、Ｔｉｎｕｖｉｎ４
０５（チバガイギー社製、Ｒ１１が－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ（Ｃ２

Ｈ５）Ｃ４Ｈ９、Ｒ１２がＣＨ３－、Ｒ１３がＯＨ－である）、Ｔｉｎｕｖｉｎ４６０（
チバガイギー社製、Ｒ１１がＣ４Ｈ９－、Ｒ１２がＣ４Ｈ９Ｏ－、Ｒ１３がＯＨ－である
）、Ｔｉｎｕｖｉｎ１５７７（チバガイギー社製、Ｒ１１がＣ６Ｈ１３－、Ｒ１２がＨ－
、Ｒ１３がＯＨ－である）、ＬＡ－４６（アデカ社製、Ｒ１１がＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ
－Ｃ（＝Ｏ）－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－、Ｒ１２がＨ－、Ｒ１３がＯＨ－である）等
が挙げられる。
式（３）中、Ｒ１１は、炭素数３～１６の有機基を表すことが好ましい。上記有機基はア
ルキル基であってもよく、有機基中にエーテル結合と水酸基を有する有機基又はエステル
結合を有する有機基であってもよい。
式（３）中、Ｒ１２は、水素原子、炭素数２～５のアルキル基又は炭素数２～５のアルコ
キシ基であることが好ましい。式（３）中、Ｒ１３は、水酸基であることが好ましい。
【００１６】
【化３】

【００１７】
上記ベンゾトリアゾール化合物は、例えば、下記一般式（４）で表される化合物等が挙げ
られる。
式（４）中、Ｒ１４は、水素原子又はハロゲン原子を表し、Ｒ１５は、炭素数３～１０の
アルキル基を表し、Ｒ１６は、炭素数１～１０のアルキル基を表す。
上記ベンゾトリアゾール化合物の市販品は、例えば、Ｔｉｎｕｖｉｎ３２８（チバガイギ
ー社製、Ｒ１４がＨ－であり、Ｒ１５がＣＨ３ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２－であり、Ｒ１６が
ＣＨ３ＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２－である）、Ｔｉｎｕｖｉｎ３２６（チバガイギー社製、Ｒ
１４がＣｌ－であり、Ｒ１５がＣＨ３Ｃ（ＣＨ３）２－であり、Ｒ１６がＣＨ３－である
）、Ｔｉｎｕｖｉｎ２３４（チバガイギー社製、Ｒ１４がＨ－であり、Ｒ１５が１－メチ
ル－１－フェニルエチル基であり、Ｒ１６が１－メチル－１－フェニルエチル基である）
等が挙げられる。
式（４）中、Ｒ１４は、水素原子であることが好ましい。式（４）中、Ｒ１５は、炭素数
３～１０の分岐構造を有するアルキル基であることが好ましい。式（４）中、Ｒ１６は、
炭素数３～１０の分岐構造を有するアルキル基であることが好ましい。
【００１８】
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【化４】

【００１９】
上記ベンゾフェノン化合物は、例えば、下記一般式（５）で表される化合物等が挙げられ
る。
式（５）中、Ｒ１７は、水素、水酸基又は炭素数１～８のアルキル基を表し、Ｒ１８は水
素、水酸基又は炭素数１～８のアルキル基を表す。Ｒ１７、Ｒ１８は同一であってもよく
、異なっていてもよい。
【００２０】
【化５】

【００２１】
本発明の位相差素子の劣化を防止できるという優れた効果は、上記マロン酸エステル化合
物、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも
１種の化合物と、ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物とのいずれもを一
定量以上含有するときに、はじめて発揮される。
上記合わせガラス用中間膜における上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記マロン酸
エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジン化合物の含有量の合計の下限は
０．８重量部である。上記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリア
ジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の含有量が０．８重量部未
満であると、光に曝されることにより位相差素子が劣化する。
上記合わせガラス用中間膜における上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記ベンゾト
リアゾール化合物及びベンゾフェノン化合物の含有量の下限は０．８重量部である。前記
ベンゾトリアゾール化合物及びベンゾフェノン化合物の含有量が０．８重量部未満である
と、光に曝されることにより位相差素子が劣化する。
【００２２】
特に、上記合わせガラス用中間膜は、上記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物
、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも１
種の化合物と、ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物とを含有し、上記熱
可塑性樹脂１００重量部に対する上記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物
及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の含有量が０．
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８重量部以上、かつ、上記ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物の含有量
が０．８重量部以上であることが好ましい。
【００２３】
上記合わせガラス用中間膜において、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対して、上記マロ
ン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択
される少なくとも１種の化合物の含有量が０．８重量部以上であることが好ましい。
また、上記合わせガラス用中間膜において、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対して、上
記ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物の含有量が０．８重量部以上であ
ることが好ましい。
【００２４】
上記紫外線吸収剤としてトリアジン化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有する場合
、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記トリアジン化合物の含有量の好ましい上限
は２．０重量部、上記ベンゾトリアゾール化合物の含有量の好ましい上限は１．４重量部
である。上記トリアジン化合物の含有量が２．０重量部を超えると、得られる合わせガラ
ス用中間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなることがあり、上記ベンゾトリアゾール
化合物の含有量が１．４重量部を超えると、得られる合わせガラス用中間膜からベンゾト
リアゾール化合物が析出することがある。
光に曝されることにより位相差素子が劣化することを防止する効果に優れることから、上
記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記トリアジン化合物及びベンゾトリアゾール化合
物の含有量の合計の好ましい下限は１．７重量部、好ましい上限は３．４重量部である。
【００２５】
上記紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有す
る場合、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記シュウ酸アニリド化合物の含有量の
好ましい上限は１．４重量部、上記ベンゾトリアゾール化合物の含有量の好ましい上限は
１．４重量部である。上記シュウ酸アニリド化合物の含有量が１．４重量部を超えると、
得られる合わせガラス用中間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなることがあり、上記
ベンゾトリアゾール化合物の含有量が１．４重量部を超えると、得られる合わせガラス用
中間膜からベンゾトリアゾール化合物が析出することがある。
光に曝されることにより位相差素子が劣化することを防止する効果に優れることから、上
記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記シュウ酸アニリド化合物及びベンゾトリアゾー
ル化合物の含有量の合計の好ましい下限は１．７重量部、好ましい上限は２．８重量部で
ある。
【００２６】
上記紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾトリアゾール化合物とを含有す
る場合、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記マロン酸エステル化合物の含有量の
好ましい上限は１．２重量部、上記ベンゾトリアゾール化合物の含有量の好ましい上限は
１．４重量部である。上記マロン酸エステル化合物の含有量が１．２重量部を超えると、
得られる合わせガラス用中間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなることがあり、上記
ベンゾトリアゾール化合物の含有量が１．４重量部を超えると、得られる合わせガラス用
中間膜からベンゾトリアゾール化合物が析出することがある。
光に曝されることにより位相差素子が劣化することを防止する効果に優れることから、上
記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記マロン酸エステル化合物及びベンゾトリアゾー
ル化合物の含有量の合計の好ましい下限は１．７重量部、好ましい上限は２．６重量部で
ある。
【００２７】
上記紫外線吸収剤としてトリアジン化合物とベンゾフェノン化合物とを含有する場合、上
記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記トリアジン化合物の含有量の好ましい上限は２
．０重量部、上記ベンゾフェノン化合物の含有量の好ましい上限は１．６重量部である。
上記トリアジン化合物の含有量が２．０重量部を超えるか、又は、上記ベンゾフェノン化
合物の含有量が１．６重量部を超えると、得られる合わせガラス用中間膜の透明性が低下
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し、ヘイズ値が高くなる。
【００２８】
上記紫外線吸収剤としてシュウ酸アニリド化合物とベンゾフェノン化合物とを含有する場
合、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記シュウ酸アニリド化合物の含有量の好ま
しい上限は１．４重量部、上記ベンゾフェノン化合物の含有量の好ましい上限は１．６重
量部である。上記シュウ酸アニリド化合物の含有量が１．４重量部を超えるか、又は、上
記ベンゾフェノン化合物の含有量が１．６重量部を超えると、得られる合わせガラス用中
間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなる。
【００２９】
上記紫外線吸収剤としてマロン酸エステル化合物とベンゾフェノン化合物とを含有する場
合、上記熱可塑性樹脂１００重量部に対する上記マロン酸エステル化合物の含有量の好ま
しい上限は１．２重量部、上記ベンゾフェノン化合物の含有量の好ましい上限は１．６重
量部である。上記マロン酸エステル化合物の含有量が１．２重量部を超えるか、又は、上
記ベンゾフェノン化合物の含有量が１．６重量部を超えると、得られる合わせガラス用中
間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなる。
【００３０】
上記紫外線吸収剤として、ベンゾトリアゾール化合物を含有することが好ましく、例えば
、トリアジン化合物とベンゾトリアゾール化合物との併用、シュウ酸アニリド化合物とベ
ンゾトリアゾール化合物との併用、マロン酸エステル化合物とベンゾトリアゾール化合物
との併用、トリアジン化合物とマロン酸エステル化合物とベンゾトリアゾール化合物との
併用、トリアジン化合物とシュウ酸アニリド化合物とベンゾトリアゾール化合物との併用
、マロン酸エステル化合物とシュウ酸アニリド化合物とベンゾトリアゾール化合物との併
用が挙げられる。
【００３１】
また、上記合わせガラス用中間膜は、上記紫外線吸収剤とともにヒンダードアミン化合物
を併用することが好ましい。ヒンダードアミン化合物を併用することにより、光に曝され
ることによる位相差素子の劣化をより防止することができる。
【００３２】
上記ヒンダードアミン化合物は特に限定されず、例えばＬＡ－６３Ｐ（アデカ社製、高分
子量ＨＡＬＳ）、Ｔｉｎｕｖｉｎ１４４（チバガイギー社製、低分子量ＨＡＬＳ）等が挙
げられる。
【００３３】
上記合わせガラス用中間膜における上記ヒンダードアミン化合物の含有量は特に限定され
ないが、後述する熱可塑性樹脂１００重量部に対して好ましい下限は０．０３重量部、好
ましい上限は０．４重量部である。上記ヒンダードアミン化合物の含有量が０．０３重量
部未満であると、ヒンダードアミン化合物を含有させることによる効果が得られないこと
がある。上記ヒンダードアミン化合物の含有量が０．４重量部を超えると、合わせガラス
用中間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなることがある。上記ヒンダードアミン化合
物の含有量のより好ましい下限は０．０４重量部、より好ましい上限は０．２重量部であ
り、更に好ましい下限は０．０５重量部、更に好ましい上限は０．１５重量部である。
【００３４】
上記合わせガラス用中間膜は、熱可塑性樹脂を含有する。
上記熱可塑性樹脂は特に限定されないが、ポリビニルアセタール樹脂、エチレン－酢酸ビ
ニル共重合体樹脂、エチレン－アクリル共重合体樹脂、ポリウレタン樹脂、硫黄元素を含
有するポリウレタン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂等が挙げられる。なかでも、可塑剤
と併用するとガラスに対して優れた接着性を発揮する合わせガラス用中間膜が得られるこ
とから、ポリビニルアセタール樹脂が好適に用いられる。
【００３５】
上記ポリビニルアセタール樹脂は、ポリビニルアルコールをアルデヒドでアセタール化し
て得られるポリビニルアセタール樹脂であれば特に限定されないが、ポリビニルブチラー
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ル樹脂が好適である。また、必要に応じて２種以上のポリビニルアセタール樹脂を併用し
てもよい。
上記ポリビニルアセタール樹脂のアセタール化度の好ましい下限は４０モル％、好ましい
上限は８５モル％であり、より好ましい下限は５５モル％、より好ましい上限は８０モル
％であり、更に好ましい下限は６０モル％、更に好ましい上限は７５モル％である。
また、上記ポリビニルブチラール樹脂のブチラール化度の好ましい下限は４０モル％、好
ましい上限は８５モル％であり、より好ましい下限は５５モル％、より好ましい上限は８
０モル％であり、更に好ましい下限は６０モル％、更に好ましい上限は７５モル％である
。
なお、上記アセタール化度及びブチラール化度は、赤外吸収スペクトル（ＩＲ）法により
、測定することができる。例えば、ＦＴ－ＩＲ（堀場製作所社製、ＦＲＥＥＥＸＡＣＴ－
ＩＩ、ＦＴ－７２０）を用いて測定することができる。
【００３６】
上記ポリビニルアセタール樹脂として、ポリビニルブチラール樹脂を用いる場合、水酸基
量の好ましい下限は１５モル％、好ましい上限は３５モル％である。
水酸基量が１５モル％未満であると、合わせガラス用中間膜とガラスとの接着性が低下し
たり、合わせガラスの耐貫通性が低下したりすることがある。水酸基量が３５モル％を超
えると、合わせガラス用中間膜が硬くなることがある。
【００３７】
上記ポリビニルアセタール樹脂は、ポリビニルアルコールをアルデヒドでアセタール化す
ることにより調製することができる。
上記ポリビニルアルコールは、通常、ポリ酢酸ビニルを鹸化することにより得られ、鹸化
度８０～９９．８モル％のポリビニルアルコールが一般的に用いられる。
また、上記ポリビニルアルコールの重合度の好ましい下限は２００、好ましい上限は４０
００である。上記重合度が２００未満であると、合わせガラスの耐貫通性が低下すること
がある。上記重合度が４０００を超えると、合わせガラス用中間膜の成形が困難となるこ
とがある。上記重合度のより好ましい下限は５００、より好ましい上限は３０００であり
、更に好ましい下限は１０００、更に好ましい上限は２５００である。
【００３８】
上記アルデヒドは特に限定されないが、一般には、炭素数が１～１０のアルデヒドが好適
に用いられる。上記炭素数が１～１０のアルデヒドは特に限定されず、例えば、ｎ－ブチ
ルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ｎ－バレルアルデヒド、２－エチルブチルアルデ
ヒド、ｎ－ヘキシルアルデヒド、ｎ－オクチルアルデヒド、ｎ－ノニルアルデヒド、ｎ－
デシルアルデヒド、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド等が挙げら
れる。なかでも、上記アルデヒドは、ｎ－ブチルアルデヒド、ｎ－ヘキシルアルデヒド、
ｎ－バレルアルデヒドが好ましく、ｎ－ブチルアルデヒドがより好ましい。
これらのアルデヒドは単独で用いられてもよいし、２種以上が併用されてもよい。
【００３９】
上記合わせガラス用中間膜は、上記構成のほか、可塑剤を含有することが好ましい。特に
、上記合わせガラス用中間膜は、ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有することが
好ましい。
上記可塑剤は特に限定されず、例えば、一塩基性有機酸エステル、多塩基性有機酸エステ
ル等の有機エステル可塑剤や、有機リン酸可塑剤、有機亜リン酸可塑剤等のリン酸可塑剤
等が挙げられ、上記可塑剤は液状可塑剤であることが好ましい。
上記一塩基性有機酸エステルは特に限定されないが、例えば、トリエチレングリコール、
テトラエチレングリコール、トリプロピレングリコール等のグリコールと、酪酸、イソ酪
酸、カプロン酸、２－エチル酪酸、ヘプチル酸、ｎ－オクチル酸、２－エチルヘキシル酸
、ペラルゴン酸（ｎ－ノニル酸）、デシル酸等の一塩基性有機酸との反応によって得られ
たグリコールエステル等が挙げられる。なかでも、トリエチレングリコールジカプロン酸
エステル、トリエチレングリコール－ジ－２－エチル酪酸エステル、トリエチレングリコ
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ール－ジ－ｎ－オクチル酸エステル、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキシル
酸エステル等のトリエチレングリコールジアルキル酸エステル等が好適である。
【００４０】
上記多塩基性有機酸エステルは特に限定されないが、例えば、アジピン酸、セバシン酸、
アゼライン酸等の多塩基性有機酸と、炭素数４～８の直鎖又は分岐構造を有するアルコー
ルとのエステル化合物が挙げられる。なかでも、ジヘキシルアジペート、ジブチルセバシ
ン酸エステル、ジオクチルアゼライン酸エステル、ジブチルカルビトールアジピン酸エス
テル等が好適である。
【００４１】
上記有機エステル可塑剤は特に限定されず、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルブ
チレート、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート、トリエチレングリ
コールジカプリレート、トリエチレングリコール－ジ－ｎ－オクタノエート、トリエチレ
ングリコール－ジ－ｎ－ヘプタノエート、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルヘ
キサノエート、テトラエチレングリコール－ジ－ｎ－ヘプタノエート、ジブチルセバケー
ト、ジオクチルアゼレート、ジブチルカルビトールアジペート、エチレングリコール－ジ
－２－エチルブチレート、１，３－プロピレングリコール－ジ－２－エチルブチレート、
１，４－ブチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート、ジエチレングリコール－ジ－
２－エチルブチレート、ジエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート、ジプロ
ピレングリコール－ジ－２－エチルブチレート、トリエチレングリコール－ジ－２－エチ
ルペンタノエート、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート、ジエチレン
グリコールジカプリエート、トリエチレングリコール－ジ－ｎ－ヘプタノエート、テトラ
エチレングリコール－ジ－ｎ－ヘプタノエート、トリエチレングリコールジヘプタノエー
ト、テトラエチレングリコールジヘプタノエート、アジピン酸ジヘキシル、アジピン酸ジ
オクチル、アジピン酸ヘキシルシクロヘキシル、アジピン酸ヘプチルとアジピン酸ノニル
との混合物、アジピン酸ジイソノニル、アジピン酸ヘプチルノニル、セバシン酸ジブチル
、油変性セバシン酸アルキド、リン酸エステルとアジピン酸エステルとの混合物等が挙げ
られる。
【００４２】
上記有機リン酸可塑剤は特に限定されず、例えば、トリブトキシエチルホスフェート、イ
ソデシルフェニルホスフェート、トリイソプロピルホスフェート等が挙げられる。
【００４３】
上記可塑剤のなかでも、ジヘキシルアジペート（ＤＨＡ）、トリエチレングリコール－ジ
－２－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルヘ
キサノエート（４ＧＯ）、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート（３ＧＨ
）、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート（４ＧＨ）、テトラエチレン
グリコール－ジ－ｎ－ヘプタノエート（４Ｇ７）及びトリエチレングリコール－ジ－ｎ－
ヘプタノエート（３Ｇ７）からなる群より選択される少なくとも１種は、接着力調整剤と
して炭素数５又は６のカルボン酸の金属塩を含有させた場合に、合わせガラス用中間膜と
ガラスとの接着力の経時変化を防止することができる。
更に、上記可塑剤は、加水分解を起こしにくいため、トリエチレングリコール－ジ－２－
エチルヘキサノエート（３ＧＯ）、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート
（３ＧＨ）、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（４ＧＯ）、ジ
ヘキシルアジペート（ＤＨＡ）であることが好ましく、トリエチレングリコール－ジ－２
－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）であることがより好ましい。
【００４４】
上記合わせガラス用中間膜における上記可塑剤の含有量は特に限定されないが、上記熱可
塑性樹脂１００重量部に対して好ましい下限が３０重量部、好ましい上限が７０重量部で
ある。上記可塑剤の含有量が３０重量部未満であると、合わせガラス用中間膜の溶融粘度
が高くなり、合わせガラス製造時の脱気性が低下することがある。上記可塑剤の含有量が
７０重量部を超えると、合わせガラス用中間膜から可塑剤がブリードアウトを起こすこと
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重量部であり、更に好ましい下限は３８重量部、更に好ましい上限は５０重量部である。
【００４５】
上記合わせガラス用中間膜は、必要に応じて、酸化防止剤、光安定剤、難燃剤、帯電防止
剤、接着力調整剤、耐湿剤、青色顔料、青色染料、緑色顔料、緑色染料、蛍光増白剤、赤
外線吸収剤等の添加剤を含有してもよい。
【００４６】
上記合わせガラス用中間膜の厚さは特に限定されないが、好ましい下限が０．１ｍｍ、好
ましい上限が３ｍｍである。合わせガラス用中間膜の厚さが０．１ｍｍ未満であると、合
わせガラスの耐貫通性が低下することがある。合わせガラス用中間膜の厚さが３ｍｍを超
えると、合わせガラス用中間膜の透明性が低下し、ヘイズ値が高くなることがある。合わ
せガラス用中間膜の厚さのより好ましい下限は０．２５ｍｍ、より好ましい上限は１．５
ｍｍであり、更に好ましい下限は０．３ｍｍ、更に好ましい上限は１．２ｍｍであり、特
に好ましい下限は０．５ｍｍ、特に好ましい上限は１．０ｍｍである。
【００４７】
上記合わせガラス用中間膜は、厚さを７６０μｍとし、厚さ２．５ｍｍのクリアガラス２
枚の間に挟持して、ＪＩＳ　Ｒ　３１０６に準拠した方法で測定した可視光線透過率Ｔｖ
が６０％以上であることが好ましい。可視光線透過率Ｔｖが６０％未満であると、上記合
わせガラス用中間膜を用いて得られた合わせガラスの透明性が低下し、ヘイズ値が高くな
ることがある。上記可視光線透過率Ｔｖは７０％以上であることが好ましく、８０％以上
であることがより好ましく、８５％以上であることが更に好ましい。
なお、上記可視光線透過率Ｔｖを測定する装置は特に限定されず、例えば、分光光度計（
日立製作所社製「Ｕ－４０００」）等が挙げられる。
【００４８】
上記合わせガラス用中間膜を製造する方法は特に限定されず、例えば、紫外線吸収剤と、
可塑剤と、必要に応じて配合する添加剤とを、上記熱可塑性樹脂に添加して混練し、合わ
せガラス用中間膜を成形する方法等が挙げられる。
上記混練の方法は特に限定されず、例えば、押出機、プラストグラフ、ニーダー、バンバ
リーミキサー、カレンダーロール等を用いる方法が挙げられる。
また、上記成形する方法は特に限定されず、例えば、押し出し法、カレンダー法、プレス
法等が挙げられる。
【００４９】
本発明の合わせガラス用積層体において、上記位相差素子は、粘着剤層で挟み込まれてい
る。上記位相差素子を粘着剤層で挟み込むことにより、上記位相差素子が、合わせガラス
用中間膜と、ガラスとに密着するため、合わせガラスの耐衝撃性が向上する。なかでも、
粘着剤層で挟み込まれた位相差素子を、合わせガラス用中間膜と、車内側ガラスとに密着
させることにより、合わせガラスの耐衝撃性が更に向上する。なお、粘着剤層で挟み込ま
れた位相差素子とは、粘着剤層、位相差素子、及び、粘着剤層が順次積層されていること
を意味する。
【００５０】
上記位相差素子は特に限定されず、液晶性化合物を含有する位相差素子であることが好ま
しく、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の透明プラスチックフィルムの透明基板
上に液晶性化合物を塗布し、せん断力をかけた後、熱処理し、冷却して液晶配向を固定化
した位相差素子が挙げられる。
なかでも、下記式（６）で表される化合物、下記式（７）で表される化合物及び下記式（
８）で表される化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と液晶性化合物
とを含有する位相差素子が好適である。このような位相差素子は、耐熱性に優れ、高温雰
囲気下において位相差値の変化が少なく、安定した光学性能を維持することができる。
【００５１】
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【化６】

【００５２】
式（６）中、ｎは３～１０の整数を表し、Ｒ２は－ＣＨ２－ＣＨ２－基、－ＣＨ２－ＣＨ
（ＣＨ３）－基又は－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－基を表す。
式（７）中、Ｒ３は－（ＣＨ２）ｐ－基又はフェニレン基を表し、ｐは４～８の整数を表
す。
式（８）中、Ｒ４は置換フェニレン基を表す。
式（６）～式（８）中Ｒ１－１、Ｒ１－２、Ｒ１－３は、炭素数５以上の分岐構造を有す
るアルキル基を表す。Ｒ１－１、Ｒ１－２、Ｒ１－３は、同一であってもよく、異なって
いてもよい。
【００５３】
上記式（６）～式（８）中、Ｒ１－１、Ｒ１－２、Ｒ１－３は、炭素数５以上の分岐構造
を有するアルキル基を表す。Ｒ１－１、Ｒ１－２、Ｒ１－３が分岐構造を有するアルキル
基であるときに、高温雰囲気下における位相差値の変化が特に小さくなる。上記炭素数の
下限は６、上限は１８であることが好ましい。なかでも、Ｒ１－１、Ｒ１－２、Ｒ１－３

はＣＨ３－（ＣＨ２）ｍ－ＣＨ（Ｃ２Ｈ５）－基であることが好ましく、２－エチルヘキ
シル基又は２－エチルブチル基であることがより好ましい。ここでｍは１～６の範囲内の
整数を表す。
上記式（７）中、Ｒ３がフェニレン基である場合、ｏ位、ｍ位、ｐ位のいずれに置換基を
有してもよいが、ｏ位に置換基を有することが好ましい。
上記式（８）中、Ｒ４が置換フェニレン基である場合、ｏ位、ｍ位、ｐ位のいずれに置換
基を有してもよいが、ｏ位及びｐ位に置換基を有することが好ましい。
【００５４】
式（６）中、Ｒ２は－ＣＨ２－ＣＨ２－基、－ＣＨ２－ＣＨ（ＣＨ３）－基又は－ＣＨ２

－ＣＨ２－ＣＨ２－基を表す。なかでも、－ＣＨ２－ＣＨ２－基が好適である。
【００５５】
上記式（６）で表される化合物は、例えば、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルヘ
キサノエート（３ＧＯ）、テトラエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（
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４ＧＯ）、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート（３ＧＨ）、テトラエチ
レングリコール－ジ－２－エチルブチレート、ペンタエチレングリコール－ジ－２－エチ
ルヘキサノエート、オクタエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート、ノナエ
チレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート、デカエチレングリコール－ジ－２－
エチルヘキサノエート等が挙げられる。
【００５６】
上記式（７）で表される化合物は、例えば、アジピン酸ビス（２－エチルヘキシル）、ア
ジピン酸ビス（２－エチルブチル）、アゼライン酸ビス（２－エチルヘキシル）、アゼラ
イン酸ビス（２－エチルブチル）、セバシン酸－ジ－２－エチルヘキシル、セバシン酸－
ジ－２－エチルブチル、フタル酸－ジ－２－エチルヘキシル、フタル酸－ジ－２－エチル
ブチル等が挙げられる。
【００５７】
上記式（８）で表される化合物は、例えば、トリメリット酸－トリ－２－エチルヘキシル
、トリメリット酸－トリ－２－エチルブチル等が挙げられる。
【００５８】
上記式（６）で表される化合物、上記式（７）で表される化合物、上記式（８）で表され
る化合物は単独で用いられてもよく、２種以上が併用されてもよい。なかでも、上記式（
６）で表される化合物は、上記液晶性化合物との相溶性に優れ、安定した位相差素子を得
ることができるため好ましい。上記式（６）で表される化合物のなかでも、上記液晶性化
合物との相溶性に優れ、高温雰囲気下における位相差値の変化の抑制効果に特に優れるこ
とから、トリエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）、テトラエ
チレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（４ＧＯ）、トリエチレングリコール
－ジ－２－エチルブチレート（３ＧＨ）がより好ましく、トリエチレングリコール－ジ－
２－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）が更に好ましい。
【００５９】
上記式（６）で表される化合物、上記式（７）で表される化合物及び上記式（８）で表さ
れる化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の含有量は特に限定されな
いが、上記液晶性化合物１００重量部に対して好ましい下限が０．１重量部、好ましい上
限が３００重量部である。上記化合物の含有量が０．１重量部未満であると、高温雰囲気
下での位相差値の変化の抑制効果が得られないことがある。上記化合物の含有量が３００
重量部を超えても本発明の高温雰囲気下での位相差値の変化の抑制効果は変わらない。上
記化合物の含有量のより好ましい下限は０．５重量部、より好ましい上限は５０重量部で
あり、更に好ましい下限は０．８重量部、更に好ましい上限は３０重量部、特に好ましい
下限は１重量部、特に好ましい上限は１５重量部である。
【００６０】
上記液晶性化合物は、特定の方向へ配向（例えば、水平配向、垂直配向、スプレイ配向、
ツイスト配向、チルト配向等）する際、液晶性を示す化合物であれば特に限定されない。
上記液晶性化合物として、ポリエステル、ポリアミド、ポリエステルイミド等の主鎖型液
晶ポリマーや、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリマロート、ポリエーテル等
の側鎖型液晶ポリマーや、重合性液晶等が挙げられる。重合性液晶とは、分子内に重合性
基を有する液晶性化合物である。なかでも、重合により配向状態を固定化できるため、上
記液晶性化合物は重合性液晶であることが好ましい。
【００６１】
上記重合性基は特に限定されず、例えば、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、カルコニ
ル基、シンナモイル基、エポキシ基等の反応性基が挙げられる。重合性液晶は通常、重合
する前の状態で液晶性を示しており、特定の方向へ配向した後に重合させて配向状態を固
定化する。固定化後は必ずしも液晶性を示す必要はなく、このような重合による配向状態
を固定化した化合物も本発明における液晶性化合物に含まれる。また、上記重合性液晶を
単独あるいは複数を用いて重合することにより得られる化合物、又は、上記重合性液晶と
他の重合性化合物とを共重合することにより得られる化合物が、配向する際に液晶性を示
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本発明における液晶性化合物に含まれる。
【００６２】
また、上記重合性液晶は、液晶性を示すために、分子内にメソゲン基を有することが好ま
しい。
ここで、上記メソゲン基として、例えば、ビフェニル基、ターフェニル基、（ポリ）安息
香酸フェニルエステル基、（ポリ）エーテル基、ベンジリデンアニリン基、アセナフトキ
ノキサリン基等のロッド状の置換基、板状の置換基、又は、トリフェニレン基、フタロシ
アニン基、アザクラウン基等の円盤状の置換基等が挙げられる。すなわち、上記メソゲン
基は液晶相挙動を誘導する能力を有する。なお、ロッド状又は板状の置換基を有する液晶
性化合物は、カラミティック液晶として知られている。また、円盤状の置換基を有する液
晶性化合物は、ディスコティック液晶として知られている。
上記メソゲン基を有する重合性液晶は、必ずしもそれ自身が液晶相を示さなくても他の化
合物との混合、他のメソゲン基を有する化合物との混合、他の液晶性化合物との混合、又
は、これらの混合物のポリマー化によって液晶相を示す重合性液晶であってもよい。
上記重合性液晶は特に限定されず、例えば、特開平８－５０２０６号公報、特開２００３
－３１５５５６号公報、特開２００４－２９８２４号公報に記載されている重合性液晶や
、ＢＡＳＦ社製「ＰＡＬＩＯＣＯＬＯＲシリーズ」、Ｍｅｒｃｋ社製「ＲＭＭシリーズ」
等が挙げられる。なかでも下記式（９）で表される重合性液晶は複数の重合性基を有する
ことにより、耐熱性に優れるためより好ましい。
【００６３】

【化７】

【００６４】
式（９）中、ｑ、ｒは１～１０の整数を表し、Ｘは－ＣＯＯ－又は－Ｏ－を表し、Ｙは－
ＯＣ（Ｏ）Ｏ－又は－Ｏ－を表し、Ｚは－ＣＯＯ又は－ＯＣＯ－を表し、Ｒ５はフェニレ
ン基を表し、Ｒ６は置換フェニレン基、置換ビフェニレン基又はフルオレニル基を表し、
Ｒ７は－Ｈ、－（ＣＨ２）ｗ－ＣＨ３又は－ＣＯＯ－（ＣＨ２）ｗ－ＣＨ３を表し、Ｗは
０～１１の整数を表す。
【００６５】
上記式（９）で表される重合性液晶は、より具体的には下記式（９－１）で表される重合
性液晶や、下記式（９－２）で表される重合性液晶が更に好ましい。これらの重合性液晶
は単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００６６】
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【化８】

【００６７】
式（９－１）中、ｓ、ｔは２～１０の整数を表し、Ｒ８は－（ＣＨ２）ｗ－ＣＨ３を表す
。
式（９－２）中、ｕ、ｖは２～１０の整数を表し、Ｒ９は－ＣＯＯ－（ＣＨ２）ｗ－ＣＨ

３又は－（ＣＨ２）ｗ－ＣＨ３を表す。
Ｗは０～１１の整数を表す。
【００６８】
上記重合性液晶として、上記式（９）で表される重合性液晶を用いる場合には、更に下記
式（１０）～（１２）で表される重合性液晶を相転移温度や位相差素子の機械的強度を調
整するために併用してもよい。
【００６９】
【化９】

【００７０】
式（１０）～（１２）中、ｗは０～１１の整数を表し、Ｒ１０は－Ｏ－（ＣＨ２）ｙ－Ｃ
Ｈ３、－（ＣＨ２）ｙ－ＣＨ３又は－ＣＮを表し、ｙは０～１２の整数を表す。
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【００７１】
上記液晶性化合物は、更に上記重合性液晶と液晶性を有しない重合性化合物とを重合成分
として含んでもよい。すなわち、上記重合性液晶と上記重合性化合物とを含有する液晶性
組成物を重合させることにより、上記液晶性化合物を合成してもよい。なお、上記液晶性
組成物は、上記式（６）で表される化合物、上記式（７）で表される化合物、又は、上記
式（８）で表される化合物を含有してもよい。
上記液晶性を有しない重合性化合物は特に限定されず、例えば、紫外線硬化型樹脂等が挙
げられる。
【００７２】
上記紫外線硬化型樹脂は特に限定されず、例えば、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ
）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートと１，６－ヘキサ
メチレン－ジ－イソシアネートとの反応生成物、イソシアヌル環を有するトリイソシアネ
ートとペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレートとの反応生成物、ペンタエリスリ
トールトリ（メタ）アクリレートとイソホロン－ジ－イソシアネートとの反応生成物、ジ
ペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスルトールテトラ（メ
タ）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、ペンタエリスル
トールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、
ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、トリス（アクリロキシエチル）
イソシアヌレート、トリス（メタアクリロキシエチル）イソシアヌレート、グリセロール
トリグリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物、カプロラクトン変性トリ
ス（アクリロキシエチル）イソシアヌレート、トリメチロールプロパントリグリシジルエ
ーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物、トリグリセロール－ジ－（メタ）アクリレ
ート、プロピレングリコール－ジ－グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生
成物、ポリプロピレングリコール－ジ－（メタ）アクリレート、トリ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、
テトラエチレングリコール－ジ－（メタ）アクリレート、トリエチレングリコール－ジ－
（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトール－ジ－（メタ）アクリレート、１，６－ヘ
キサンジオール－ジ－グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物、１，６
－ヘキサンジオール－ジ－（メタ）アクリレート、グリセロール－ジ－（メタ）アクリレ
ート、エチレングリコール－ジ－グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成
物、ジエチレングリコール－ジ－グリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成
物、ビス（アクリロキシエチル）ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ビス（メタアクリ
ロキシエチル）ヒドロキシエチルイソシアヌレート、ビスフェノールＡ－ジ－グリシジル
エーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリ
レート、カプロラクトン変性テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、２－ヒドロ
キシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ポリ
プロピレングリコール（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール（メタ）アクリレ
ート、フェノキシヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、アクリロイルモルホリン、
メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシテトラエチレングリコ
ール（メタ）アクリレート、メトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレート、メ
トキシエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシエチル（メタ）アクリレート
、グリシジル（メタ）アクリレート、グリセロール（メタ）アクリレート、エチルカルビ
トール（メタ）アクリレート、２－エトキシエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルアミノエチル（メタ）アクリレート、２－シアノエチル（メタ）アクリレート、ブチ
ルグリシジルエーテルと（メタ）アクリル酸との反応生成物、ブトキシトリエチレングリ
コール（メタ）アクリレート、ブタンジオールモノ（メタ）アクリレート等が挙げられる
。これらの液晶性を有しない重合性化合物は単独で用いられてもよいし、２種以上が併用
されてもよい。
【００７３】
上記液晶性組成物中の上記液晶性を有しない重合性化合物の含有量は特に限定されないが
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、上記液晶性組成物の液晶性を失わない程度に添加しなければならず、好ましい下限は０
．１重量％、好ましい上限は２０重量％であり、より好ましい下限は１．０重量％、より
好ましい上限は１０重量％である。
【００７４】
上記液晶性化合物が紫外線硬化型の重合性液晶である場合、あるいは、上記液晶性を有し
ない重合性化合物が紫外線硬化型である場合、これらの成分を紫外線により硬化させるた
めに、上記液晶性組成物には光重合開始剤が添加されることが好ましい。
【００７５】
上記光重合開始剤は特に限定されず、例えば、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フ
ェニル］－２－モルホリノプロパン－１－オン（チバスペシャリティーケミカルズ社製「
イルガキュアー９０７」）、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリ
ノフェニル）－ブタノン－１（チバスペシャリティーケミカルズ社製「イルガキュアー３
６９」）、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン（チバスペシャリティーケミカ
ルズ社製「イルガキュアー１８４」）、４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル（２
－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン（チバスペシャリティーケミカルズ社製「イルガキ
ュアー２９５９」）、１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロ
パン－１－オン（メルク社製「ダロキュアー９５３」）、１－（４－イソプロピルフェニ
ル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン（メルク社製「ダロキュアー１１
１６」）、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン（チバスペシ
ャリティーケミカルズ社製「イルガキュアー１１７３」）、ジエトキシアセトフェノン等
のアセトフェノン化合物、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエ
ーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、２，２－ジ
メトキシ－２－フェニルアセトフェノン（チバスペシャリティーケミカルズ社製「イルガ
キュアー６５１」）等のベンゾイン化合物、チオキサントン、２－クロルチオキサントン
（日本化薬社製「カヤキュアーＣＴＸ」）、２－メチルチオキサントン、２，４－ジメチ
ルチオキサントン（日本化薬社製「カヤキュアーＲＴＸ」）、イソプロピルチオキサント
ン、２，４－ジクロオチオキサントン（日本化薬社製「カヤキュアーＣＴＸ」）、２，４
－ジエチルチオキサントン（日本化薬社製「カヤキュアーＤＥＴＸ」）、２，４－ジイソ
プロピルチオキサントン（日本化薬社製「カヤキュアーＤＩＴＸ」）等のチオキサントン
化合物等が挙げられる。これらの光重合開始剤は、単独で用いられてもよいし、２種以上
が併用されてもよい。
【００７６】
上記液晶性組成物中の上記光重合開始剤の含有量は特に限定されないが、上記紫外線硬化
型の重合性液晶と上記紫外線硬化型の液晶性を有しない重合性化合物の合計１００重量部
に対して、好ましい下限は０．５重量部、好ましい上限は１０重量部であり、より好まし
い下限は２重量部、より好ましい上限は８重量部である。
【００７７】
上記光重合開始剤として、上記チオキサントン化合物を用いる場合には、光重合反応を促
進させるために、反応助剤を併用することが好ましい。
上記反応助剤は特に限定されず、例えば、トリエタノールアミン、メチルジエタノールア
ミン、トリイソプロパノールアミン、ｎ－ブチルアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン
、ジエチルアミノエチルメタアクリレート、ミヒラーケトン、４，４’－ジエチルアミノ
フェノン、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸（ｎ－ブト
キシ）エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル等のアミン化合物が挙げられる。
【００７８】
上記液晶性組成物中の上記反応助剤の含有量は特に限定されないが、上記液晶性組成物の
液晶性に影響を与えない範囲で使用することが好ましく、上記紫外線硬化型の重合性液晶
と上記紫外線硬化型の液晶性を有しない重合性化合物の合計１００重量部に対して、好ま
しい下限は０．５重量部、好ましい上限は１０重量部であり、より好ましい下限は２重量
部、より好ましい上限は８重量部である。



(19) JP 2010-265170 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

また、上記反応助剤の含有量は、上記光重合開始剤の含有量に対して、０．５～２倍量で
あることが好ましい。
【００７９】
上記位相差素子は、例えば、上記式（６）で表される化合物、上記式（７）で表される化
合物及び上記式（８）で表される化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合
物と液晶性化合物とを含有する液晶性組成物を調製する工程と、配向処理により上記液晶
性組成物を一定方向に配向させる工程と、該配向を固定化する工程とにより製造すること
ができる。
より具体的には、例えば、上記液晶性組成物を所定の濃度になるように溶剤に溶解させ、
この溶液をラビング処理したフィルム上に塗布する。次いで、溶剤を加熱等により除去す
るが、この加熱の過程で、又は、その後液晶相を示す温度で放置することにより、上記液
晶性化合物が一定方向に配向する。配向を固定化するために、このまま放冷しても、配向
状態を維持したまま、紫外線を照射して重合等により硬化させてもよい。また上記位相差
素子は、上記重合性液晶を重合させることにより得られたフィルムを、上記式（６）で表
される化合物、上記式（７）で表される化合物及び上記式（８）で表される化合物からな
る群より選択される少なくとも１種の化合物により膨潤させて製造してもよい。
【００８０】
上記配向処理する方法として、例えば、ポリエステルフィルムやセルロースフィルム等の
プラスチックフィルムをラビング処理する方法や、ガラス板やプラスチックフィルム上に
配向膜を形成し、上記配向膜をラビング処理又は光配向処理する方法等が挙げられる。
上記ラビング処理は、鋼やアルミニウム等の金属ロールに、ナイロン、レーヨン、コット
ン等のベルベット状のラビング布を、両面テープ等を用いて貼り合せて作製したラビング
ロールを用い、これを高速回転させ、ガラス板やプラスチックフィルムを接触させながら
移動させることにより達成される。
上記ラビング処理の条件は、用いる液晶性化合物の配向のしやすさ、用いるラビング布の
種類、ラビングロール径、ラビングロールの回転数、基板の進行方向に対する回転方向、
基板とラビングロールの接触長、基板へのラビングロールの押し込みの強さ、基板の搬送
速度、基板がプラスチックフィルムである場合には、該フィルムとラビングロール接触部
分のラップ角、該プラスチックフィルムの搬送張力等の諸条件によって適宜調整すればよ
い。
【００８１】
上記配向を固定化する方法として、例えば、紫外線硬化型の（液晶性）化合物を光重合開
始剤の存在下、紫外線照射して重合反応によって硬化させて固定化する方法や、水酸基や
カルボキシル基やアミノ基等の官能基を有する（液晶性）化合物を含む液晶性組成物を、
該官能基と架橋反応することが可能な多価イソシアネートや多価エポキシ化合物といった
架橋剤の存在下で、加熱により架橋させて固定化する方法や、液晶相を示す温度が高温領
域にあるような液晶性化合物を用い、高温雰囲気下で配向後に急冷することにより、配向
状態を固定化する方法等が挙げられる。
【００８２】
上記液晶性組成物を塗布する方法として、例えば、スピンコート法、ワイヤーバーコート
法、グラビアコート法、カレンダーコート法、スプレーコート法、メニスカスコート法、
スロットダイコート法等が挙げられ、所望の厚さ、位相差値を得るために適宜選択される
。
上記紫外線の照射量は、液晶性化合物や他の重合性化合物の種類や反応性、光重合開始剤
の種類と添加量、膜厚によって異なるが、通常、１００～１０００ｍＪ／ｃｍ２程度がよ
い。また、紫外線照射時の雰囲気は空気中、窒素等の不活性ガス中等、重合のしやすさに
応じて適宜選択することができる。
【００８３】
上記位相差素子は、耐熱性に優れ、高温雰囲気下において位相差値の変化が少なく、安定
した光学性能を維持することができる。
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上記位相差値は、位相差素子の面内の最大屈折率方向（遅相軸）をｎｘ、それと面内で直
交する方向をｎｙ、厚さ方向の屈折率をｎｚ、厚さをｄとするとき、正面方向の位相差値
Ｒｅ、及び、厚さ方向の位相差値Ｒｔｈは、それぞれ下記式（１３）及び下記式（１４）
によって求めることができる。
　Ｒｅ＝（ｎｘ－ｎｙ）・ｄ　　（１３）
　Ｒｔｈ＝［｛（ｎｘ＋ｎｙ）／２｝－ｎｚ］・ｄ　　（１４）
ｎｘ、ｎｙ、ｎｚの値は用いる液晶性組成物の種類や配向の方法によって制御することが
できる。そのような方法として、例えば、配向処理される基板の表面張力、ラビング強度
、配向膜の種類等を調整する方法が挙げられる。
【００８４】
上記位相差素子を挟み込む粘着剤層は、ガラス転移温度が－２０℃以下の粘着剤（以下、
単に粘着剤ともいう）を含有する。粘着剤のガラス転移温度が－２０℃を超えると、充分
な耐衝撃性を有する合わせガラス用積層体を得ることが難しい。上記位相差素子を挟み込
む粘着剤層は、ガラス転移温度が－２０～－７０℃の粘着剤を含有することが好ましい。
なお、後述するように共重合により粘着剤の主成分となるポリマーを得る際、モノマー成
分の組成を調節することによって所望のガラス転移温度を有する粘着剤を得ることができ
る。
上記ガラス転移温度が－２０℃以下の粘着剤は特に限定されず、例えば、アクリル粘着剤
、シリコーン粘着剤、ウレタン粘着剤、ポリエーテル粘着剤、ポリエステル粘着剤、ゴム
粘着剤等の感圧接着剤が挙げられる。なかでも、耐衝撃性に優れることから、アクリル粘
着剤が特に好ましい。
なお、ガラス転移温度は、粘弾性測定装置（ＴＡインスツルメント社製、ＡＲＥＳ）を用
いて測定することができる。ガラス転移温度は、例えば、測定温度範囲が－１００～１８
０℃、温度掃引速度が５℃／ｍｉｎ、パラレルプレートが２５ｍｍφ、歪み量が１０％、
角速度が１ｒａｄ／ｓｅｃの条件にて測定する。
【００８５】
上記アクリル粘着剤として、複数の（メタ）アクリル酸エステルをモノマー成分の主成分
として共重合させて得られるポリマーを含有するアクリル粘着剤が挙げられる。上記ポリ
マーのモノマー成分として、例えば、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アク
リレート、ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、ヘプチル（
メタ）アクリレート、イソアミル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）ア
クリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、イ
ソミリスチル（メタ）アクリレート等のエステル部分の炭素数が１～１４である（メタ）
アクリル酸アルキルエステル、ベンジル（メタ）アクリレート、ナフチル（メタ）アクリ
レート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシブチル（メタ）アクリレー
ト、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）
アクリレート、８－ヒドロキシオクチル（メタ）アクリレート、１０－ヒドロキシデシル
（メタ）アクリレート、１２－ヒドロキシラウリル（メタ）アクリレート、（４－ヒドロ
キシメチルシクロヘキシル）－メチルアクリレート、２－メチル－３－ヒドロキシプロピ
ル（メタ）アクリレート、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、グリシ
ジル（メタ）アクリレート、メチルグリシジル（メタ）アクリレート、３，４－エポキシ
－シクロヘキシルメチル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、メトキシ
エチル（メタ）アクリレート、エトキシメチル（メタ）アクリレート等が挙げられる。
また、上記（メタ）アクリル酸エステル以外のポリマーのモノマー成分として、ジメチル
アミノメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、アクリロイルモルホリ
ン、ビニルエーテルモノマー、酢酸ビニル、（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロ
ニトリル等の共重合できるモノマーを用いることができる。
【００８６】
上記モノマー成分を用いて共重合させることにより、アクリル粘着剤の主成分となるポリ
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マーを得ることができる。なかでも、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アク
リレート、ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、ヘプチル（
メタ）アクリレート、イソアミル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）ア
クリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、イ
ソミリスチル（メタ）アクリレート等のエステル部分の炭素数が１～１４である（メタ）
アクリル酸アルキルエステルの内の少なくとも１種のモノマーと、メチル（メタ）アクリ
レート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メ
タ）アクリレート、８－ヒドロキシオクチル（メタ）アクリレート、１０－ヒドロキシデ
シル（メタ）アクリレート、１２－ヒドロキシラウリル（メタ）アクリレート、（４－ヒ
ドロキシメチルシクロヘキシル）－メチルアクリレート、２－メチル－３－ヒドロキシプ
ロピル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、アクリル酸、メタクリ
ル酸、イタコン酸、マレイン酸の内の少なくとも１種のモノマーとを用いて共重合させた
ポリマーを用いることが好ましい。
【００８７】
上記アクリル粘着剤が、モノマー成分として（メタ）アクリル酸を共重合させて得られる
ポリマーを含有する場合、（メタ）アクリル酸の含有量は、全モノマー成分１００重量部
に対して０．１重量部以上であることが好ましく、１．０重量部以上であることがより好
ましい。（メタ）アクリル酸の含有量が上記範囲内であると、得られる合わせガラス用積
層体を加熱した場合の位相差素子の劣化を抑制することができる。
【００８８】
特に、上記アクリル粘着剤は、次の５種（粘着剤１～粘着剤５）が好適である。
粘着剤１は、モノマー成分として、ブチルアクリレート、メチルアクリレート、メチルメ
タクリレート、アクリル酸を共重合して得られる。
粘着剤２は、モノマー成分として、ブチルアクリレート、メチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアクリルアミド、２－ヒドロキシエチルアクリレートを共重合して得られる。
粘着剤３は、モノマー成分として、２－エチルヘキシルアクリレート、２－ヒドロキシエ
チルアクリレートを共重合して得られる。
粘着剤４は、モノマー成分として、ブチルアクリレート、アクリル酸、２－ヒドロキシエ
チルメタクリレートを共重合して得られる。
粘着剤５は、モノマー成分として、ブチルアクリレート、アクリル酸を共重合して得られ
る。
【００８９】
特に本発明の合わせガラス用積層体においては、合わせガラス用中間膜と接する粘着剤層
を構成する粘着剤を粘着剤Ａ、ガラスと接する粘着剤層を構成する粘着剤を粘着剤Ｂとす
るとき、（粘着剤Ａ、粘着剤Ｂ）＝（粘着剤１、粘着剤２）、（粘着剤１、粘着剤４）、
（粘着剤２、粘着剤２）、（粘着剤１、粘着剤３）、（粘着剤４、粘着剤４）、（粘着剤
５、粘着剤５）であることが好ましく、特に（粘着剤Ａ、粘着剤Ｂ）＝（粘着剤１、粘着
剤２）、（粘着剤１、粘着剤４）、（粘着剤５、粘着剤５）である場合には、合わせガラ
ス用積層体が高温雰囲気下においても位相差値の変化が少なく、安定した光学性能を維持
することができるだけでなく、合わせガラス用積層体を用いた合わせガラスの耐衝撃性も
優れる。特に、合わせガラス用積層体を用いた合わせガラスが耐衝撃性に優れることから
、上記粘着剤Ａは、（メタ）アクリル酸を用いて共重合させて得られるポリマーを含有す
ることが好ましい。
【００９０】
上記粘着剤は、粘着剤の耐久性や、位相差素子又はガラスに対する接着性を調整するため
に、架橋剤を含有してもよい。上記架橋剤は特に限定されず、例えば、上記粘着剤を構成
するモノマー成分として、水酸基やカルボキシル基を含有するモノマーを用いた場合に、
水酸基やカルボキシル基と反応することにより架橋する架橋剤が挙げられる。上記架橋剤
として、例えば、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、金属キレート化合物、メラミ
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ン化合物、アジリジン化合物、金属塩等が挙げられる。
【００９１】
上記イソシアネート化合物は特に限定されず、例えば、トルエンジイソシアネート、水素
化トルエンジイソシアネート、トリメチロールプロパンのトルエンジイソシアネートアダ
クト、トリメチロールプロパンのキシリレンジイソシアネート、トリフェニルメタントリ
イソシアネート、メチレンビス（４－フェニルメタン）トリイソシアネート、イソホロン
ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、これらのケトオキシムブロック物
、フェノールブロック物等が挙げられる。また、上記イソシアネート化合物として、イソ
シアヌレート環、ビューレット体、アロファネート体等を形成させたポリイソシアネート
化合物等が挙げられる。
【００９２】
上記エポキシ化合物は特に限定されず、例えば、ビスフェノールＡ、エピクロロヒドリン
型エポキシ樹脂、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジ
グリシジルエーテル、グリセリンジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエー
テル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグ
リシジルエーテル等が挙げられる。
【００９３】
上記金属キレート化合物は特に限定されず、例えば、アルミニウム、鉄、銅、亜鉛、スズ
、チタン、ニッケル、マグネシウム等の多価金属のアセチルアセトンやアセト酢酸エステ
ル配位化合物等が挙げられる。
【００９４】
上記架橋剤は単独で用いられてもよいし、２種以上が併用されてもよいが、高温環境下で
の変色を低減するために、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネー
ト、これらのケトオキシムブロック物、フェノールブロック物、エポキシ化合物を用いる
ことが好ましい。また、上記架橋剤の含有量は、上記モノマー成分１００重量部に対して
、０．００１～１０重量部の範囲内であることが好ましく、０．０１～５重量部の範囲内
であることがより好ましい。
【００９５】
なお、上記粘着剤層は、合わせガラス用中間膜側の粘着剤層（図１における粘着剤層３）
と、車内側ガラス側の粘着剤層（図１における粘着剤層５）とで同じ粘着剤層を用いても
よいし、合わせガラス用中間膜と位相差素子との密着性、及び、位相差素子と車内側ガラ
スとの密着性を同程度に調整するために、異なる粘着剤層を用いてもよい。
【００９６】
上述したような、本発明の合わせガラス用積層体に用いられる合わせガラス用中間膜もま
た、本発明の１つである。すなわち、熱可塑性樹脂及び紫外線吸収剤を含有する合わせガ
ラス用中間膜であって、前記紫外線吸収剤として、マロン酸エステル化合物、シュウ酸ア
ニリド化合物及びトリアジン化合物からなる群より選択される少なくとも１種の化合物と
、ベンゾトリアゾール化合物又はベンゾフェノン化合物とを含有し、前記熱可塑性樹脂１
００重量部に対する前記マロン酸エステル化合物、シュウ酸アニリド化合物及びトリアジ
ン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上、かつ、前記ベンゾトリアゾール化合物又は
ベンゾフェノン化合物の含有量の合計が０．８重量部以上である合わせガラス用中間膜も
また、本発明の１つである。
【００９７】
本発明の合わせガラス用中間膜の用途は特に限定されないが、本発明の合わせガラス用中
間膜とガラスとを用いることにより、合わせガラスを作製することができる。このような
合わせガラスは、図１に示すように車外側ガラスと車内側ガラスとを有する。また、図１
に示すように、位相差素子を粘着剤層で挟み込み、かつ、位相差素子を合わせガラス用中
間膜に対して車内側ガラス側に配置することにより、得られる合わせガラスの耐衝撃性を
向上させ、かつ、位相差素子の劣化を防止することができる。
上記車外側ガラス及び車内側ガラスは特に限定されず、従来公知の透明板ガラス等を用い
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ることができる。
また、ガラスの代わりにポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート等の透明プラスチ
ック板を用いてもよい。
上記合わせガラスを製造する方法は特に限定されず、従来公知の方法を用いることができ
る。
【発明の効果】
【００９８】
本発明によれば、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として用いられ、光に曝されても
劣化せず、耐衝撃性に優れる合わせガラスを作製することができる合わせガラス用積層体
を提供することができる。また、本発明によれば、該合わせガラス用積層体に用いられる
合わせガラス用中間膜を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の合わせガラス用積層体を用いて作製することのできる合わせガラスの構
成を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０１００】
以下に実施例を挙げて本発明の態様を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例にの
み限定されない。
【０１０１】
（実施例１）
（１）合わせガラス用中間膜の作製
可塑剤としてトリエチレングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）４０重
量部に、紫外線吸収剤としてベンゾトリアゾール化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖ
ｉｎ３２６）０．８重量部、トリアジン化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ４０
０）０．８重量部及びヒンダードアミン化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ１４
４）０．１重量部を溶解させた溶液を、ポリビニルブチラール樹脂（水酸基量３０．５モ
ル％、アセチル基量０．９モル％、平均重合度１７００）１００重量部に添加し、ミキシ
ングロールで均一に溶融混練した後、プレス成形機を用いて、１５０℃で３０分間プレス
成形し、厚み０．７６ｍｍの合わせガラス用中間膜を作製した。
【０１０２】
（２）位相差素子の作製
紫外線硬化型重合性液晶（ＢＡＳＦ社製、ＰＡＲＩＯＣＯＬＯＲＬＣ２４２、上記式（９
－１）においてｓが４、ｔが４である重合性液晶）１００重量部と、２，４，６－トリメ
チルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド（ＢＡＳＦ社製、ルシリンＴＰＯ）４
重量部と、レベリング剤（ビックケミー社製、ＢＹＫ３６１）０．１重量部とをシクロペ
ンタノン２４３重量部に溶解させて固形分３０重量％の溶液を調製した。次にトリエチレ
ングリコール－ジ－２－エチルヘキサノエート（３ＧＯ）を１０重量部加えて均一になる
まで攪拌し、液晶性組成物の溶液を得た。次にポリエステルフィルム（東洋紡社製、Ａ４
１００）をラビングマシン（ＥＨＣ社製、ラビングロール径４５ｍｍ、ラビングロール回
転数１５００ｒｐｍ、搬送速度１ｍ／ｍｉｎ）を用いてラビング処理した。ラビング処理
面上にスピンコーターにて上記液晶性組成物の溶液を塗布し、８０℃で１分間乾燥後、窒
素置換した雰囲気下で高圧水銀灯（６３０ｍＪ／ｃｍ２）を照射して硬化させ、位相差素
子を有するフィルムを得た。得られた位相差素子は厚さが４μｍであり、ポリエステルフ
ィルムを除去した位相差素子の位相差値を自動複屈折計（王子計測社製、ＫＯＢＲＡ－２
１ＡＤＨ）で測定した結果、５４０ｎｍにおける位相差値が２７０ｎｍであった。
【０１０３】
（３）合わせガラスの作製
２枚の離型フィルムに挟み込まれたアクリル粘着剤層Ａの一方の離型フィルムを剥離して
、得られた位相差素子（縦１２０ｍｍ×横１２０ｍｍ）を有するフィルムの位相差素子面
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に粘着剤層Ａを貼り合わせた。次いで、位相差素子からポリエステルフィルムを剥離し、
２枚の離型フィルムに挟み込まれたアクリル粘着剤層Ｂの一方の離型フィルムを剥離し、
位相差素子に粘着剤層Ｂを貼り合わせ、離型フィルム／粘着剤層Ａ／位相差素子／粘着剤
層Ｂ／離型フィルムの順に積層された位相差素子積層体を作製した。
更に、得られた位相差素子積層体の粘着剤層Ａ側の離型フィルムを剥離し、粘着剤層Ａと
得られた合わせガラス用中間膜とを、位相差素子の中心と合わせガラス用中間膜の中心と
が一致するように貼り合わせることにより、合わせガラス用積層体を作製した。
【０１０４】
なお、粘着剤層Ａはブチルアクリレートと、アクリル酸とを共重合させて得られたポリマ
ーをイソシアネート架橋剤で架橋させた粘着剤５により形成された粘着剤層である。粘着
剤５のガラス転移温度は－５０℃であり、全モノマー成分１００重量部に対するアクリル
酸の含有量は１０重量部であった。
粘着剤層Ｂはブチルアクリレートと、アクリル酸とを共重合させて得られたポリマーをイ
ソシアネート架橋剤で架橋させた粘着剤５により形成された粘着剤層である。
なお、ガラス転移温度は、粘弾性測定装置（ＴＡインスツルメント社製、ＡＲＥＳ）を用
いて測定した。ガラス転移温度は、測定温度範囲が－１００～１８０℃、温度掃引速度が
５℃／ｍｉｎ、パラレルプレートが２５ｍｍφ、歪み量が１０％、角速度が１ｒａｄ／ｓ
ｅｃの条件にて測定した。
【０１０５】
得られた合わせガラス用積層体の粘着剤層Ｂ側の離型フィルムを剥離し、２枚の透明ガラ
ス板（縦３００ｍｍ×横３００ｍｍ×厚さ２．５ｍｍ）の間に合わせガラス用積層体を挟
み込ませた後、ゴムバッグに入れて減圧し、温度１００℃で予備接着した。予備接着した
合わせガラスを、オートクレーブを用いて、温度１４０℃、圧力１．３ＭＰａの条件で、
２０分間加熱加圧し、本接着を行うことにより、図１に示される合わせガラスを作製した
。
【０１０６】
（実施例２～４１、比較例１～２３）
可塑剤、紫外線吸収剤の種類及び配合量、ヒンダードアミン化合物の種類及び配合量、粘
着剤層の種類を表１及び表２に示したように変更した以外は、実施例１と同様にして合わ
せガラス用積層体及び合わせガラスを作製した。
なお、本実施例及び比較例で用いた化合物について以下に示した。
【０１０７】
（可塑剤）
トリエチレングリコール－ジ－２－エチルブチレート（３ＧＨ）
【０１０８】
（紫外線吸収剤）
ベンゾトリアゾール化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ３２６）
ベンゾトリアゾール化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ３２８）
ベンゾフェノン化合物（アデカ社製、ＡＤＥＫＡ１４１３）
マロン酸エステル化合物（クラリアント社製、Ｈｏｓｔａｖｉｎ　ＰＲ－２５）
シュウ酸アニリド化合物（クラリアント社製、Ｓａｎｄｕｏｒ　ＶＳＵ）
トリアジン化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ４００）
【０１０９】
（ヒンダードアミン化合物）
ヒンダードアミン化合物（アデカ社製、ＬＡ－６３Ｐ）
ヒンダードアミン化合物（チバガイギー社製、Ｔｉｎｕｖｉｎ１４４）
【０１１０】
（粘着剤層）
粘着剤１（ブチルアクリレートと、メチルアクリレートと、メチルメタクリレートと、ア
クリル酸とを共重合させて得られたポリマーをイソシアネート架橋剤で架橋させた粘着剤
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粘着剤２（ブチルアクリレートと、メチルアクリレートと、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルア
ミドと、２－ヒドロキシエチルアクリレートとを共重合させて得られたポリマーをイソシ
アネート架橋剤で架橋させた粘着剤、ガラス転移温度は－３０℃）
粘着剤３（２－エチルヘキシルアクリレートと、２－ヒドロキシエチルアクリレートとを
共重合させて得られたポリマーをイソシアネート架橋剤で架橋させた粘着剤、ガラス転移
温度は－７０℃）
粘着剤４（ブチルアクリレートと、アクリル酸と、２－ヒドロキシエチルメタクリレート
とを共重合させて得られたポリマーをイソシアネート架橋剤で架橋させた粘着剤、ガラス
転移温度は－４５℃、全モノマー成分１００重量部に対するアクリル酸の含有量は３重量
部であった。）
粘着剤５（ブチルアクリレートと、アクリル酸とを共重合させて得られたポリマーをイソ
シアネート架橋剤で架橋させた粘着剤、ガラス転移温度は－５０℃）
【０１１１】
（評価）
実施例及び比較例で得られた合わせガラスについて以下の評価を行った。結果を表１、表
２及び表３に示した。
【０１１２】
（１）位相差変化測定
ＪＩＳ　Ｒ　３２１１及びＪＩＳ　Ｒ　３２１２に準拠した方法により、得られた合わせ
ガラスに紫外線を１０００時間照射した後、自動複屈折計（王子計測社製、ＫＯＢＲＡ－
２１ＡＤＨ）を用いて５４０ｎｍにおける位相差値を測定した。紫外線照射前後の位相差
変化を下記式により算出した。
　変化率（％）＝［｛（紫外線照射後の位相差値）－（初期位相差値）｝／（初期位相差
値）］×１００
なお、粘着剤層Ｂと接触していないガラス板側から、紫外線を合わせガラスに照射した。
得られた位相差変化の変化率（％）が０％以上～３％未満であった場合を「◎」、３％以
上～６％未満であった場合を「○」、６％以上～８％未満であった場合を「△」、８％以
上であった場合を「×」と評価した。
【０１１３】
（２）耐衝撃性評価
得られた合わせガラスについて、ＪＩＳ　Ｒ　３２１１及びＪＩＳ　Ｒ　３２１２に準拠
した方法により、耐衝撃性評価を行った。合格した合わせガラスを「○」、不合格の合わ
せガラスを「×」と評価した。
なお、粘着剤層Ｂと接触していないガラス板側に、剛球を落球させた。
【０１１４】
（３）ヘイズ値
得られた合わせガラスについて、積分式濁度計（東京電色社製）を用い、ＪＩＳ　Ｋ　７
１０５に準拠してヘイズを測定した。
なお、ガラス板／合わせガラス用中間膜／粘着剤層Ａ／位相差素子／粘着剤層Ｂ／ガラス
板が積層されている部位のヘイズを測定した。
【０１１５】
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【表１】

【０１１６】
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【表２】

【０１１７】
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【０１１８】
本発明によれば、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）として用いられ、光に曝されても
劣化せず、耐衝撃性に優れる合わせガラスを作製することができる合わせガラス用積層体
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を提供することができる。また、本発明によれば、該合わせガラス用積層体に用いられる
合わせガラス用中間膜を提供することができる。
【符号の説明】
【０１１９】
１　車外側ガラス
２　合わせガラス用中間膜
３　粘着剤層
４　位相差素子
５　粘着剤層
６　車内側ガラス
７　合わせガラス用積層体

【図１】
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