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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１層又は２層以上から構成されるフィルムであって、少なくとも１つの層中に赤外線遮蔽
性粒子が含まれており、
 前記粒子が、１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）及び有機成分を含み、かつ、２）
前記有機成分の含有量が前記粒子中１～１１重量％であり、３）平均粒子径が１～１００
ｎｍである、
ことを特徴とする赤外線遮蔽性透明フィルム。
【請求項２】
少なくとも１つの層中に有機系紫外線吸収剤及び無機系紫外線吸収剤の少なくとも１種が
さらに含まれる、請求項１に記載の赤外線遮蔽性透明フィルム。
【請求項３】
赤外線カット率が７５％以上である、請求項１又は２に記載の赤外線遮蔽性透明フィルム
。
【請求項４】
可視光透過率が７５％以上である、請求項１～３のいずれかに記載の赤外線遮蔽性透明フ
ィルム。
【請求項５】
離型シート、粘着層、透明性基材層、透明樹脂層及び透明ハードコート層を順に含む層構
成を有する、請求項１～４のいずれかに記載の赤外線遮蔽性透明フィルム。
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【請求項６】
請求項１～５のいずれかに記載の赤外線遮蔽性透明フィルムを製造する方法であって、
１）赤外線遮蔽性粒子、２）有機溶剤及び３）合成樹脂を含む塗工液を透明基材上に塗工
することによって赤外線遮蔽層を形成する工程を含む、赤外線遮蔽性透明フィルムの製造
方法。
【請求項７】
合成樹脂が親水性基を有する、請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
合成樹脂が有機溶剤可溶型樹脂であって、当該有機溶剤に溶解している、請求項６又は７
に記載の製造方法。
【請求項９】
合成樹脂が水酸基価９以上の非晶質ポリエステル樹脂である、請求項６～８のいずれかに
記載の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規な赤外線遮蔽性透明フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウィンドウフィルムは、主として太陽からの熱線（赤外線）を遮断するために、例えば
建物窓用、自動車窓用等に幅広く使用されている。ウィンドウフィルムを使用することに
より、熱線を遮って室内・車内の温度上昇を抑制することができるため、省エネルギー効
果が得られ、節電にも貢献することができる。このようなウィンドウフィルムは様々なタ
イプのものが実用化されているが、特に、熱線を遮断できる性能とともに、窓等に使用さ
れる性質上高い透明性（可視光が透過できる性質）を備えた製品が多用されている。
【０００３】
　このような特徴をもつウィンドウフィルム（材料）としては、例えば、透明基材フィル
ムの表面に、表面用硬化性組成物を硬化してなるハードコート層を有し、前記透明基材フ
ィルムの裏面に、裏面用硬化性組成物を硬化してなるハードコート層を有し、前記表面用
硬化性組成物が、（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレートを含む電
離放射線硬化型樹脂１００質量部に対し、アンチモンドープ酸化錫または錫ドープ酸化イ
ンジウムを５０～５００質量部含有するものであり、かつ、前記裏面用硬化性組成物が、
（メタ）アクリロイル基を有する多官能（メタ）アクリレートを含む電離放射線硬化型樹
脂１００質量部に対し、６ホウ化化合物微粒子を０．２～１０質量部含有するものである
ことを特徴とするガラス用熱線カットフィルムが知られている（特許文献１）。
【０００４】
　また、熱線をカットするとともに、紫外線も遮断できるウィンドウフィルムも知られて
いる。紫外線を遮断することによって、ヒトの日焼けのほか、室内にある家具等の日焼け
、劣化等も防ぐことが可能となる。このようなフィルム（材料）としては、例えば平均粒
子径０．１μｍ以下の無機系紫外線吸収性粒子及び／又は平均粒子径０．１μｍ以下の無
機系赤外線吸収性粒子が、バインダ樹脂に分散された紫外線及び／又は赤外線遮蔽性組成
物であって、バインダ樹脂のうちの少なくとも３０重量％は、ジアルキルアミノ基を有す
る（メタ）アクリレートモノマー（ａ）１．８～１２重量％と、前記モノマー（ａ）以外
の（メタ）アクリレート系モノマー（ｂ）４８．２～９８．２重量％と、必要に応じて、
前記（メタ）アクリレート系モノマー（ａ）及び（ｂ）と共重合可能なビニル系モノマー
（ｃ）０～５０重量％とが共重合されたアクリル系樹脂により構成されていることを特徴
とする、紫外線及び／又は赤外線遮蔽性塗料組成物が知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００８－６２５０７
【特許文献２】特開２０００－２４５９１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、これらの従来技術では、赤外線の遮断性能を高めるためにフィルム中に
無機系粒子を分散させているが、無機系粒子を多量に配合すればするほど透明性が犠牲に
なるおそれがある。一方、所望の透明性を維持すべき無機系粒子の分散量を減らせば赤外
線遮断性能を高めることが困難になる。このように、透明性と赤外線遮蔽性能とを両立さ
せることが困難ないしは不可能とされている。
【０００７】
　従って、本発明の主な目的は、良好な透明性を維持しつつ、赤外線の遮断効果にも優れ
たフィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、従来技術の問題点に鑑みて鋭意研究を重ねた結果、特定の材料を採用する
ことにより上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
すなわち、本発明は、下記の赤外線遮蔽性透明フィルムに係る。
１．　１層又は２層以上から構成されるフィルムであって、少なくとも１つの層中に赤外
線遮蔽性粒子が含まれており、
 前記粒子が、１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）及び有機成分を含み、かつ、２）
前記有機成分の含有量が前記粒子中１～１１重量％であり、３）平均粒子径が１～１００
ｎｍである、
ことを特徴とする赤外線遮蔽性透明フィルム。
２．　少なくとも１つの層中に有機系紫外線吸収剤及び無機系紫外線吸収剤の少なくとも
１種がさらに含まれる、前記項１に記載の赤外線遮蔽性透明フィルム。
３．　赤外線カット率が７５％以上である、前記項１又は２に記載の赤外線遮蔽性透明フ
ィルム。
４．　可視光透過率が７５％以上である、前記項１～３のいずれかに記載の赤外線遮蔽性
透明フィルム。
５．　離型シート、粘着層、透明性基材層、透明樹脂層及び透明ハードコート層を順に含
む層構成を有する、前記項１～４のいずれかに記載の赤外線遮蔽性透明フィルム。
６．　前記項１～５のいずれかに記載の赤外線遮蔽性透明フィルムを製造する方法であっ
て、
１）赤外線遮蔽性粒子、２）有機溶剤及び３）合成樹脂を含む塗工液を透明基材上に塗工
することによって赤外線遮蔽層を形成する工程を含む、赤外線遮蔽性透明フィルムの製造
方法。
７．　合成樹脂が親水性基を有する、前記項６に記載の製造方法。
８．　合成樹脂が有機溶剤可溶型樹脂であって、当該有機溶剤に溶解している、前記項６
又は７に記載の製造方法。
９．　合成樹脂が水酸基価９以上の非晶質ポリエステル樹脂である、前記項６～８のいず
れかに記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の赤外線遮蔽性フィルムでは、有機成分の含有量が所定の範囲内に制御されたＩ
ＴＯ系赤外線遮蔽性粒子を用いることにより、可視光透過率８０％以上という実用性のあ
る透明性を維持しつつ、高い赤外線（ＩＲ）カット性能を発揮することができる。
【００１１】
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　また、いずれかの層に紫外線吸収剤を含有させることにより紫外線（ＵＶ）カット性能
も付与することができる。この場合、紫外線吸収剤として有機系紫外線吸収剤を用いる場
合には、本発明の赤外線遮蔽フィルムのもつ高い透明性を維持しながら、紫外線カット性
能も得ることができる。
【００１２】
　このようなフィルムは、例えば建築用窓、自動車用窓、鉄道車両窓、航空機窓等の熱線
遮蔽フィルムとして使用できるほか、例えば医療用、保存用等の透明ケース又はショーケ
ースの保護フィルム等として幅広く使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の赤外線遮蔽性フィルムの層構成の一例を示す図である。
【図２】実施例１及び２で得られたフィルムの透過率を調べた結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
１．赤外線遮蔽性透明フィルム
　本発明の赤外線遮蔽性透明フィルム（本発明フィルム）は、１層又は２層以上から構成
されるフィルムであって、少なくとも１つの層中に赤外線遮蔽性粒子が含まれており、
　前記粒子が、１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ（スズドープ酸化インジウムともい
う。））及び有機成分を含み、かつ、２）前記有機成分の含有量が前記粒子中１～２０重
量％であり、３）平均粒子径が１～１００ｎｍであることを特徴とする。
【００１５】
　本発明フィルムは、いずかの層中に所定の赤外線遮蔽性粒子が含まれていることを必須
とするほかは、種々の層構成を採用することができる。例えば、図１に示す赤外線遮蔽性
透明フィルム１では、透明性基材層１１のおもて面に透明樹脂層１２及び透明ハードコー
ト層１３が順に積層され、透明性基材層１１の裏面に粘着層（透明粘着層）１５及び離型
シート１６が順に積層された層構成を有する。そして、透明樹脂層１２中には赤外線遮蔽
性粒子１４が分散されている。赤外線遮蔽性透明フィルム１の使用時には、離型シート１
６を剥離し、粘着層１５を窓等の被着体に貼着すれば良い。図１に示すように、透明ハー
ドコート層１３は、最外層として配置されている。
【００１６】
　なお、図１では、赤外線遮蔽性粒子は、透明樹脂層１２に含まれており、これが赤外線
遮蔽層となるが、例えば粘着層１５に含まれていても良い。特に、図１の層構成において
は、赤外線遮蔽性粒子を層中に配合しやすい等の見地より、透明樹脂層及び粘着層の少な
くとも一方に赤外線遮蔽性粒子が含まれていることが望ましい。以下、図１に示す層構成
を代表例として本発明フィルムを説明する。
【００１７】
（１）透明樹脂層
　透明樹脂層には、少なくとも赤外線遮蔽性粒子が合成樹脂中に分散している。すなわち
、図１における透明樹脂層１２は、合成樹脂及びその中に分散されている赤外線遮蔽性粒
子１４を含むものである。図１の赤外線遮蔽性透明フィルム１の透明樹脂層１２は、合成
樹脂中に赤外線遮蔽性粒子が分散した赤外線遮蔽層となる。
【００１８】
　合成樹脂
　合成樹脂としては透明性のものであれば限定されず、公知又は市販の合成樹脂を使用す
ることができる。例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、
ウレタン樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等を使
用することができる。特に、透明樹脂層を湿式コーティング法により形成する場合は、前
記合成樹脂は有機溶剤可溶型樹脂であることが望ましい。このような有機溶剤可溶型樹脂
を溶剤に溶解させて得られる樹脂溶液に赤外線遮蔽性粒子を分散させ、これによる塗膜を
形成することによって、透明樹脂層（赤外線遮蔽層）を好適に形成することができる。
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【００１９】
　赤外線遮蔽性粒子
　赤外線遮蔽性粒子（本発明粒子）は、１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）及び有機
成分を含み、かつ、２）前記有機成分の含有量が前記粒子中１～２０重量％であり、３）
平均粒子径が１～１００ｎｍである。
【００２０】
　本発明において、有機成分は、本発明粒子の分散安定性を維持できるものであれば特に
限定されない。特に、金属有機化合物に由来する有機成分が好ましい。すなわち、後記の
製造方法に示すように、金属有機化合物を所定の条件下で加熱された場合に残存する有機
成分が好適である。
【００２１】
　上記のような金属有機化合物としては、有機金属化合物のほか、金属アルコキシド等も
包含する。金属有機化合物としては、特に制限されず、またいずれの市販品も使用できる
。例えば、ナフテン酸塩、オクチル酸塩、ステアリン酸塩、一般式Ｃ６Ｈ５（ＣＨ２）ｎ

ＣＯＯＨ（ｎは０～５の整数が好ましい。）で示されるカルボン酸類（例えば、安息香酸
等）の塩、パラトルイル酸塩、ｎ－デカン酸塩等の脂肪酸金属塩、イソプロポキシド、エ
トキシド等の金属アルコキシド、上記金属のアセチルアセトン錯塩等が挙げられる。これ
らの中でも、特にオレイン酸塩、パラトルイル酸塩、ステアリン酸塩、ｎ－デカン酸塩、
金属エトキシド、金属アセチルアセトネート等が好ましい。
【００２２】
　これらの中でも、脂肪酸塩（脂肪酸の金属塩）が好ましい。特に、飽和脂肪酸の金属塩
が望ましい。飽和脂肪酸としては、例えば下記一般式（１）で示されるような脂肪酸が好
適である。
　　ＣｎＨ２ｎ＋１ＣＯＯＨ（ただし、ｎは５～３０の整数を示す。）・・・（１）
　ただし、上記ｎ（脂肪酸の炭素数）は限定的ではないが、通常５～３０程度、特に５～
２０、さらに６～１８であることが好ましい。
【００２３】
　金属有機化合物に含有される金属はＩｎ及びＳｎである。この場合、１つの金属有機化
合物にＩｎ及びＳｎを含む化合物を１種又は２種以上使用しても良いし、Ｉｎの金属有機
化合物の少なくとも１種とＳｎの金属有機化合物の少なくとも１種とを併用しても良い。
【００２４】
　本発明粒子における有機成分の含有量は、通常は１～２０重量％の範囲内で設定できる
が、１～１０重量％とすることが好ましく、特に１～８重量％とすることがより好ましく
、さらには５～８重量％とすることが最も好ましい。有機成分の含有量が２０重量％を超
える場合は、可視光透過率が大幅に低下する。他方、有機成分の含有量が１重量％未満と
なる場合は、本発明粒子の分散性が低下する結果、凝集粒子の生成等により良好な可視光
透過率が得られなくなる結果、本発明フィルムに濁り又は曇りをもたらすことになる。
【００２５】
　本発明粒子の平均粒径は、通常１～１００ｎｍ程度であるが、最終製品の用途等により
変更することが可能である。例えば、金属コーティング用に用いる場合は通常１～５０ｎ
ｍ程度、好ましくは１～１０ｎｍとすれば良い。
【００２６】
　上記のような本発明粒子は、公知又は市販のものを使用することができる。市販品とし
ては、例えば製品名「ＩＴＯ－ＴＦ５００１」、「ＩＴＯ－ＴＦ５００２」、「ＩＴＯ－
ＴＦ５００３」、「ＩＴＯ－ＴＦ５００４」、「ＩＴＯ－ＴＦ５００５」、「ＩＴＯ－Ｔ
Ｆ５００６」、「ＩＴＯ－ＴＦ５００７」（いずれも株式会社巴製作所製）等を好適に用
いることができる。
【００２７】
　また、本発明粒子として、公知の製造方法に従って調製することができる。例えば特開
２００４－５９４０７号に開示された方法により製造することができる。従って、例えば
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金属成分としてＩｎ及び／又はＳｎを含む金属有機化合物を、酸化性雰囲気下において、
その金属有機化合物の分解開始温度以上、かつ、完全分解温度未満の温度範囲内で加熱す
ることによって製造することができる。
【００２８】
　赤外線遮蔽性粒子の分散量は、所望の赤外線遮蔽性能等に応じて適宜設定することがで
きるが、通常は１～１０ｇ／ｍ２とし、特に２～５ｇ／ｍ２とすることが望ましい。かか
る範囲内に設定することによって、よりいっそう優れた赤外線遮蔽性能と良好な透明性を
得ることができる。
【００２９】
　その他の成分
　本発明フィルムの透明樹脂層中（又は粘着層を有する場合は粘着層中）には、赤外線遮
断性粒子のほか、本発明の効果を妨げない範囲内において、他の成分が含まれていても良
い。例えば、紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤、難燃剤、充填剤、滑剤、レベリング
剤等が挙げられる。
【００３０】
　特に、本発明では、紫外線吸収剤を使用することが好ましい。紫外線吸収剤としては、
酸化亜鉛、酸化チタン等の無機系紫外線吸収剤、あるいは例えばベンゾフェノン系、ベン
ゾトリアジン系、ベンゾトリアゾール系、シアノアクリレート系等の有機系紫外線吸収剤
の少なくとも一方を含有させることができる。本発明では、より高い透明性を確保できる
という点で有機系紫外線吸収剤を用いることが好ましい。なお、紫外線吸収剤を使用する
場合の使用量は限定的ではないが、高い紫外線吸収性能と良好な透明性が得られるという
見地より、特に１～５ｇ／ｍ２とすること望ましい。従って、例えば１～３ｇ／ｍ２とす
ることもできる。
【００３１】
（２）離型シート
　離型シートとしては、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリプロピレン
系樹脂、ポリエチレン系樹脂等の公知又は市販の離型シートを用いることができる。離型
シートの厚みは限定的ではないが、通常５～５０μｍ程度とすることが好ましい。
【００３２】
（３）粘着層
　粘着層としては、所望の透明性を維持できるものであれば限定されず、例えばアクリル
系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤、ゴム系粘着剤、スチレン系粘着剤等
によって形成することができる。例えば、図１に示すような層構成であれば、離型シート
１６の離型面に前記粘着剤を塗布することによって粘着層１５を形成することができる。
粘着層の厚みは限定されないが、通常５～５０μｍ程度とすることが好ましい。
【００３３】
（４）透明性基材層
　透明性基材層としては、例えばポリプロピレン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリカーボネ
ート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、
ＡＢＳ樹脂等のシート又はフィルムを用いることができる。透明性基材層の厚みは限定さ
れないが、一般には５～５０μｍ程度とすることが好ましい。
【００３４】
（５）透明ハードコート層
　透明ハードコート層としては、例えばシリコン系、アクリル系、アクリルシリコン系、
ウレタン系等の公知又は市販のハードコート剤等からなる層が挙げられる。例えば、これ
らの樹脂（特に有機溶剤可溶型樹脂）を有機溶剤に溶解して得られる溶液を塗工すること
によって透明ハードコート層を形成することができる。透明ハードコート層の厚みは限定
されないが、一般には２～２０μｍ程度とすることが好ましい。
【００３５】
（６）その他の層
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　本発明フィルムでは、上記（１）～（５）の各層のほか、公知又は市販の赤外線遮断フ
ィルムで採用されている各層を含んでいても良い。例えば、接着剤層、金属層（Ａｌ層、
Ａｇ層等）、金属酸化物層（ＡＴＯ（アンチモンドープ酸化インジウム）層、ＺｎＯ層等
）等を積層させても良い。これらの層の積層方法は、例えば湿式コーティング法、蒸着法
、スパッタリング法等の公知の方法に従って実施することができる。
【００３６】
２．赤外線遮蔽性透明フィルムの製造方法
　本発明フィルムは、前記１．で示した各層を公知の方法で形成することによって製造す
ることができる。すなわち、公知のラミネート方法、印刷方法等を採用することによって
製造することができる。
【００３７】
　特に、本発明では、１）赤外線遮蔽性粒子、２）有機溶剤及び３）合成樹脂を含む分散
液を透明基材上に塗工することによって赤外線遮蔽層を形成する工程を含む、赤外線遮蔽
性透明フィルムの製造方法によって好適に製造することができる。
【００３８】
　上記分散液について、赤外線遮蔽性粒子は前記１．で述べたものを使用し、有機溶剤及
び合成樹脂は公知又は市販のものを使用することができる。
【００３９】
　特に、上記分散液は、合成樹脂が有機溶剤に溶解してなる溶液中に赤外線遮蔽性粒子が
分散したものであることが好ましい。すなわち、前記合成樹脂としては、有機溶剤可溶型
樹脂を使用することが望ましい。
【００４０】
　例えば、前記の透明樹脂層を形成する場合は、水酸基価９以上の非晶質ポリエステル樹
脂を好適に用いることができる。これにより、分散液中に赤外線遮蔽性粒子が沈降するこ
となく高い分散状態を保つことができる。このような合成樹脂自体は公知又は市販のもの
を使用することができる。市販品としては、例えば有機溶剤可溶型非晶質ポリエステル樹
脂である製品名「バイロン２４０」（いずれも東洋紡績株式会社製）等を好適に用いるこ
とができる。
【００４１】
　また例えば、前記の粘着層を形成する場合（すなわち、赤外線遮蔽性と粘着性とを兼ね
備えた層を形成する場合）は、酸変性された粘着成分を含む粘着剤を好適に使用すること
ができる。これにより、分散液中に赤外線遮蔽性粒子が沈降することなく高い分散状態を
保つことができる。このような粘着剤（粘着成分）は公知又は市販のものを使用すること
ができる。市販品としては、例えば水添スチレン系熱可塑性エラストマーである製品名「
タフテックＭ１９１３」、「タフテックＭ１９４３」（いずれも旭化成ケミカルズ株式会
社製）等を好適に用いることができる。
【００４２】
　分散液における赤外線遮蔽性粒子の含有量（固形分割合）は、所望の赤外線遮蔽効果等
に応じて適宜設定することができるが、通常は分散液の固形分中１０～３０重量％となる
ように調節すれば良い。また、合成樹脂の含有量も、用いる合成樹脂の種類等により異な
るが、一般的には分散液の固形分中６０～８５重量％となるように調節すれば良い。
【００４３】
　また、必要に応じて、上記の分散液中には、本発明の効果を妨げない範囲内で他の添加
剤が含まれていても良い。例えば、紫外線吸収剤、光安定剤、滑剤、レベリング剤等を配
合することができる。紫外線吸収剤を使用する場合は、より高い透明性を維持できるとい
う見地より、有機系紫外線吸収剤を用いることが好ましい。
【００４４】
　分散液を塗工する方法は特に限定されず、公知の方法に従って実施することができる。
特に、印刷方法によって塗工することが好ましい。本発明では、例えばグラビア印刷等を
好適に採用することができる。
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【００４５】
　分散液を塗工した後は、必要に応じて乾燥工程を実施した後、透明基材上に赤外線遮蔽
層が積層された積層体を得ることができる。乾燥工程は、自然乾燥又は加熱乾燥のいずれ
であっても良い。その後は、必要に応じて、前記積層体に他の層を積層したり、あるいは
加工を行うことによって、最終的に本発明の赤外線遮蔽性透明フィルムを得ることができ
る。これらの積層、加工等は公知の方法に従って実施すれば良い。
【実施例】
【００４６】
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明の特徴をより具体的に説明する。ただし、本発
明の範囲は、実施例に限定されない。
【００４７】
　実施例１
　離型シート／粘着層／透明性基材層／透明樹脂層／透明ハードコート層からなる赤外線
遮蔽性フィルムを製造した。
【００４８】
　赤外線遮蔽性粒子として、製品名「ＩＴＯ－ＴＦ５００３」（株式会社巴製作所製、平
均粒子径２０ｎｍ、有機成分含有量１０重量％）を用いた。この赤外線遮蔽性粒子を固形
分量が２０重量％となるようにトルエンに分散した。これに市販のヒンダードアミン系光
安定剤及び紫外線吸収剤を添加し、溶解させることによって混合溶液を調製した。他方、
市販のポリエステル系樹脂（製品名「バイロン２４０」東洋紡績株式会社製）をその固形
分量が５０重量％となるようにトルエンに添加し、溶解させることにより樹脂溶液を調製
した。その後、前記混合溶液と樹脂溶液とを混合・攪拌することにより分散液を得た。塗
工に先立って、上記分散液にウレタン系硬化剤（製品名「コロネートＨＬ」日本ポリウレ
タン製）を添加し、次いでろ過（８０メッシュ）した後、コンマコートによりＰＥＴ製透
明性基材の片面に塗工・乾燥することによって乾燥後膜厚１０μｍの透明樹脂層（赤外線
遮蔽層）を形成した。この透明樹脂層の上に、市販のアクリル系ハードコート主剤（シリ
カ粒子４重量％含有）及び硬化剤を重量比１００：４の割合で混合した混合液をマイクロ
グラビアにより塗工し、乾燥後膜厚５μｍの透明ハードコート層を形成した。
【００４９】
　一方、ＰＥＴ製離型シートが前記基材シートと接触する面に市販の粘着剤をコンマコー
トにより塗工することによって乾燥後膜厚が１０μｍの粘着層をＰＥＴ製離型シート上に
形成した後、その粘着層をＰＥＴ製透明性基材と貼り合わせた。このようにして本発明の
赤外線遮蔽性フィルムが得られた。得られた赤外線遮蔽性フィルムにおける各成分の含有
量（固形分量）は、表１に示す通りである。
【００５０】
【表１】

【００５１】
　実施例２
　離型シート／粘着層／透明性基材層／透明樹脂層／透明ハードコート層からなる赤外線
遮蔽性フィルムを製造した。
【００５２】
　市販のヒンダードアミン系光安定剤及び紫外線吸収剤をトルエンに添加し、溶解させる
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ことによって混合溶液（全固形分量３０重量％）を調製した。他方、市販のポリエステル
系樹脂（製品名「バイロン２４０」東洋紡製）をその固形分量が５０重量％となるように
トルエンに添加し、溶解させることにより樹脂溶液を調製した。その後、前記混合溶液と
樹脂溶液とを混合・攪拌することにより分散液を得た。塗工に先立って、上記分散液にウ
レタン系硬化剤（製品名「コロネートＨＬ」日本ポリウレタン製）を添加し、次いでろ過
（８０メッシュ）した後、コンマコートによりＰＥＴ製透明性基材の片面に塗工・乾燥す
ることによって乾燥後膜厚１０μｍの透明樹脂層を形成した。この透明樹脂層の上に、さ
らに市販のアクリル系ハードコート主剤（シリカ粒子４重量％含有）及び硬化剤を重量比
１００：４の割合で混合した混合液をマイクログラビアにより塗工し、乾燥後膜厚５μｍ
の透明ハードコート層を形成した。
【００５３】
　一方、２種の粘着剤（製品名「タフテックＭ１９１３」旭化成ケミカルズ製、製品名「
アルコンＰ１００」荒川化学製）を固形分重量比で６：４の割合で混合した後、全固形分
が２５重量％となるようにトルエンを添加し、粘着剤溶液を調製した。実施例１と同様の
赤外線遮蔽性粒子をその固形分量が２０重量％となるようにトルエンに分散させることに
より分散液を調製し、これを前記の粘着剤溶液に添加、混合することにより混合液を得た
。この混合液をコンマコートで塗工することによって乾燥後膜厚が１０μｍの赤外線遮蔽
性粒子含有粘着層（赤外線遮蔽層）をＰＥＴ製離型シート上に形成した後、前記粘着層を
ＰＥＴ製透明性基材と貼り合わせた。このようにして本発明の赤外線遮蔽性フィルムが得
られた。得られた赤外線遮蔽性フィルムにおける各成分の含有量（固形分量）は、表２に
示す通りである。
【００５４】
【表２】

【００５５】
　比較例１
　有機成分含有量１２重量％である赤外線遮蔽性粒子（製品名「ＩＴＯ－ＴＦ５００７」
株式会社巴製作所製）を用いたほかは、実施例１と同様にして赤外線遮蔽性フィルムを製
造した。
【００５６】
　試験例１
　実施例１～２及び比較例１のフィルムについて、紫外線（ＵＶ）カット率、可視光透過
率、赤外線（ＩＲ）カット率及びヘイズ値を測定した。その結果を表３に示す。また、実
施例１及び２のフィルムの透過率を測定した結果を図３に示す。なお、各物性の測定方法
は次のようにして実施した。
【００５７】
（１）ＵＶカット率
　分光光度計（「ＵＶ－３１００ＰＣ」株式会社島津製作所製）を用いて波長３００ｎｍ
～３８０ｎｍの分光透過率を測定し、紫外線の相対分光分布と波長間隔から得られる重価
係数を乗じて加重平均することで紫外線透過率が導かれ、これにより紫外線カット率を求
める。
【００５８】
（２）可視光透過率
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　分光光度計（「ＵＶ－３１００ＰＣ」株式会社島津製作所製）を用いて波長３８０ｎｍ
～７８０ｎｍの分光透過率を測定し、ＣＩＥ昼光Ｄ65の分光分布とＣＩＥ明順応標準比視
感度の波長分布、及び波長間隔から得られる重価係数を乗じて加重平均することで、可視
光透過率を求める。
【００５９】
（３）ＩＲカット率
　分光光度計（「ＵＶ－３１００ＰＣ」株式会社島津製作所製）を用いて波長７８０ｎｍ
～２５００ｎｍの分光透過率を測定し、これにより赤外線カット率を求める。
【００６０】
（４）ヘイズ値
　ヘイズメーター（「ＮＤＨ－２０００」日本電色工業株式会社製）を用いて測定した。
【００６１】
【表３】

【００６２】
　表３の結果からも明らかなように、有機成分の含有量が１２重量％という比較的高い値
を有する赤外線遮蔽性粒子を用いた比較例１のフィルムは、可視光透過率が４６％と低く
、しかもヘイズ値が４１％と曇りの大きなフィルムになっていることがわかる。これに対
し、実施例１～２のフィルムは、有機成分の含有量が所定の範囲内に制御された赤外線遮
蔽性粒子を用いることにより、高いＩＲカット値を有するとともに可視光透過率８０％以
上という実用性に優れた透明性を有することがわかる。このように、本発明では、有機成
分含有量が１１重量％以下、特に１０重量％以下の赤外線遮蔽性粒子を用いることにより
、優れた性能が得られることがわかる。
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