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蛾の眼を模倣した高性能反射防止フィルム
の開発
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【要旨】　モスアイ型反射防止フィルムは蛾の眼の表面構造を模倣したフィルムであり，最も有名なバイオミメ

ティクス材料である．モスアイ型フィルムは釣鐘状の表面構造により空気層から基材まで屈折率の急激な変化が

ないために，表面における反射を効果的に防ぐことが可能である．このことは以前から知られていたことではあ

るが，この微細構造を大面積に加工することは困難であり，大面積のモスアイ型フィルムの工業化は実現されて

いなかった．近年，アルミニウムを陽極酸化すると，自己組織的にポーラスアルミナが曲面上に大面積に形成で

きることが見出された．この技術を適用し大型ロールモールドを作製し，それを用いたロール to ロールのモスア

イ型フィルムの加工プロセスが実現された．生物の表面構造は自己組織的に形成されていることから，バイオミ

メティクスは自己組織化現象を工業的に利用する際の最適な指標になるものと期待している．

【キーワード】　反射防止　　　屈折率　　　自己組織化　　　ロール to ロール　　　ポーラスアルミナ

【Abstract】　Moth-eye type anti-reflection film is the material that mimics the surface structure of the eye of the moth 

and one of the most famous biomimetic materials. Moth-eye structures can prevent reflection by changing a refractive 

index continuously between air and the matrices, which were already known for the arts and sciences on a principle. It 

is too difficult to form moth-eye structures on large areas. The technology to manufacture these structures on large 

areas had not been realized yet. We have been researching a continuous manufacturing process of a moth eye surface 

on a polymer film with the porous alumina roll mold. The continuous production process has been developed in these 

days. The fabricating process of the porous alumina mold is a representative applied example of self-organization.　
Because structures of creatures are formed by self-organization, it is anticipated biomimetics becomes the important 

index for application of the self-organization.
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1.　はじめに

　本稿では，蛾の眼の構造を模倣し，その原理を活
用しているモスアイ型高機能フィルムの技術につい
て述べる．この技術は，ディスプレイ分野での活用
が進んでいる．その他カメラレンズや絵画の展示用
フィルム等の分野でも実用化されている．
　ディスプレイは画像の質が問われ高解像度化，高

コントラスト化，広色域化が進んでいる．そのよう
な改良を行なっても，外光による反射光が発生する
と画像が見えにくくなり，多くの努力が無に帰して
しまう．現在，反射光の影響を低減することがディ
スプレイの特性を改善するための大きなポイントと
なっている．
　反射防止 AR（Anti-reflection）フィルムは，反射
光を干渉によって低減するフィルムである．反射防
止フィルムの一番単純な構成は，表面に低屈折率の
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膜を設けたものである．このフィルムでは図 1に示
すように，表面での反射光と界面での反射光とを位
相を逆にして，強度を弱めるように干渉させること
で，反射を弱めるという原理である．
　現在各社より上市されている ARフィルムは多層
構造を有しており，各層の屈折率および膜厚の制御
を行なうことで反射光同士が干渉して打ち消し合う
ように設計されている．多くの層を積み重ねること
で，広い波長範囲の光の反射を抑えることが可能で

ある1．ただ，層を重ねることで製造工程が増え製
造コストが高くなるため，コストとの折り合いをつ
けるためにほとんどのものが 2層フィルムであり，
広い波長範囲の反射を防止するのではなく，視感度
の最も大きな 580 nm付近の光の反射を強く防止す
るような設計となっている．
　これとは異なる原理で，モスアイ構造というナノ
オーダーの微細な凹凸構造を表面に形成することで
空気と基材の界面で屈折率を連続的に変化させて表

図１　反射防止（AR）フィルムの構成と機能

R=(n12－n0ns)2/(n12+n0ns)2

　　　R : 反射率，n1 : AR層の屈折率，
　　　n0 : 空気の屈折率，ns : 基材の屈折率
n0 は 1.00，基材をPMMAとすると ns は 1.49となり，
R=0の条件では，n1 は 1.22となる．
最も屈折率が低いサイトップでさえ1.34である．（旭硝子）

図２　蛾の眼の表面構造
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面反射を防止できることは，学術的には以前から知
られていた2．この構造は図 2に示す蛾の眼の表面
構造を模倣したものであり，バイオミメティクスの
代表的な例である．このモスアイ構造のモデルを図
3に示す．個々の突起は釣鐘状となっており，最表
面はほぼ空気層で突起の断面積が下に行くに従って
増えていく．この釣鐘形のおかげで，上から下に向
かって，その変化は，とてもゆるやかに連続して大
きくなっており，突起を通過していく光は，屈折率
の大きな変化のあるところを見つけることなく，反
射されずに眼の中に入っていくという原理である．
モスアイ構造の大きな特徴は紫外線の領域から近赤
外線までの波長域での反射が防げるということがあ
る．これは多波長の情報を利用する生物にとって非
常に大きな長所となっている．さらに，モスアイ構
造の大きな特徴は大きな角度を持って入射した光の
反射も防ぐということである．これは広範囲の角度
の光を取り込む複眼を有している蛾などの昆虫に
とっては非常に効果的な構造と言える．従来，この
モスアイ構造はレーザー光の干渉露光や電子線描画

により金型を作製し，その金型を用いてナノインプ
リントの手法で作製されていた．しかし，干渉露光
法で形成される突起のサイズは 300 nm程度が限界
であり，可視光域全域で特性を出すために必要と考
えられる 200 nm以下までの微小化は困難である．
また，電子線描画では高精細のパターン形成は可能
であるが，パターン形成の時間が非常に長いこと並
びにコストが非常に高いという欠点を有している．
モスアイ構造を大面積で作製することは難しく工業
的には実現されていなかった3．
　近年，電子線描画や干渉露光のようなトップダウ
ンの加工方法とは異なり，ボトムアップの加工方式
である自己組織化の手法を利用した新たな材料設計
手法に注目が集まっている．自己組織化の手法によ
る材料設計では，加工設備はかなり安価のもので済
ませられる，また，大面積での構造形成が可能だと
いうメリットを有している．この自己組織化現象の
代表例として，アルミニウムの陽極酸化によって，
無数のナノオーダーの穴が形成されるポーラスアル
ミナがある．このポーラスアルミナは曲面上にも形
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ａ面における屈折率
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【モスアイ構造】

ピッチ≦250nm 屈折率 nair

屈折率 nsub

アスペクト比≧１

空気（nair）
X（面積比）

屈折率変化を滑らかにして反射を抑制

屈折率界面が存在しない 光の反射を引き起こす要因がない

図３　モスアイ構造と無反射性となる理由
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成できることから，連続生産技術にとって必須の継
ぎ目のないロール金型の実現が可能となっている．
　本稿では，モスアイ型反射防止フィルムの工業的
製造技術を実現した大型のロール金型を用いた連続
光ナノインプリントによる製造方法並びに形成され
たモスアイ型反射防止フィルムの特性に関して解説
する．

2.　モスアイ型反射防止構造を形成するた
めの金型の作製

　アルミニウムを酸性電解液中で陽極酸化すると，
表面に多孔性の酸化被膜ポーラスアルミナが形成さ
れる．この酸化被膜はアルミニウムに耐食性を付与
するための表面処理として古くから用いられてき 

た4．現在でも，アルミサッシのような大型の構造
物にも処理が行なわれており，大型の金型を処理す
ることも可能と考えられた．この陽極酸化被膜は特
定の処理条件で，自己組織的にきれいな配列体を形
成することが知られている．自己組織的に形成され
るポーラスアルミナの構造は，セルと呼ばれる一定
サイズの六角柱状の構造体が細密充塡した構造と
なっている（図 4）．各セルの中心にはセルサイズ
の約 1/3の径を有する細孔が配置しており，各細孔
が膜面に垂直に配向して配列している．それぞれの
セルのサイズ（細孔の間隔）は，陽極酸化の際の電

圧に比例し，細孔間隔を 10 nmから 500 nm程度の
範囲で制御することが可能である5-7．
　モスアイ型反射防止フィルム形成用金型の形成方
法を，図 5を用いて説明する．まず，定電圧下でア
ルミニウムの陽極酸化を行なう．次に形成した細孔
をエッチングにより拡大した．エッチングにより孔
径拡大処理を行なったものを，再度定電圧下で陽極
酸化を行なう．すると，拡大したナノホール底面よ
りセル径の 1/3の径を有する細孔が形成される．底
部にはセル径の 1/3の径を有する細孔，その上部に
エッチング処理により拡大した径の部分が形成され
た複合形状のナノホールアレイが形成される．この
一連の処理を複数回繰り返すことにより擬似的な
テーパー形状を有するモスアイ金型が形成される8．

3.　光インプリントによるモスアイ型反射
防止フィルムの作製

　モスアイ型反射防止フィルムの作製には，光イン
プリントのプロセスが適用されている．その作製プ
ロセスのイメージ図が図 6である．①まず，モスア
イ金型に光硬化性樹脂を充塡し，PET等の透明な
基盤フィルムをかぶせる．この基盤フィルムは酸素
による重合阻害を防止するという目的も持ってい
る．②次に，基盤フィルム側から UV光を照射し，
光硬化性樹脂を硬化させる．③最後に基盤フィルム

＋電源－

陽極（アルミニウム）

陽極酸化皮膜

電解液：希硫酸，シュウ酸，リン酸など

細孔 セル

アルミニウム板

酸化皮膜
⎫
⎬
⎭

図４　ポーラスアルミナとその作製方法

いわゆるアルマイトのこと .
特定条件下において自己組織化による規則性構造をつくる .
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と一体化した形状を付与した樹脂を鋳型から剥離す
る．この一連の工程を経由して，モスアイ型反射防
止フィルムが作製される．基盤となるフィルムとし
てはアクリル系フィルム，ポリエステルフィルム，
ポリカーボネートフィルム等が用いられる．図 6の
下側の写真は，SEM写真である．左は作製したテー
パー形状を有するポーラスアルミナを有するモスア
イ金型の断面の写真であり，中央がモスアイ金型の
表面からの SEM写真である．直径約 100 nmのテー

パー状の細孔がきれいに配列した形状となってい
る．また，右の図は UVナノインプリントにより形
成したモスアイフィルムの写真である．モスアイ金
型の形状がきれいに転写されていることが確認でき
る．

【陽極酸化】

繰り返し

A1
【陽極酸化】

【孔径拡大処理】

図５　テーパー状ポーラスアルミナ作製の模式図

図６　モスアイ型反射防止フィルム作製プロセスの模式図

①モスアイ用
　金型を作成

②アクリル系光
　硬化樹脂を充塡

③UV照射 ④離型

金型断面
金型表面

樹脂表面
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4.　モスアイ型反射防止フィルムの映り込
みと反射率

　図 7はモスアイフィルムを両面に貼り付けた樹脂
板（左）と従来の二層タイプの反射防止フィルムを
両面に貼り付けた樹脂板（右）との映り込みの比較
を行なった結果である．右側の樹脂板には蛍光灯の
映り込みがはっきりと見える．それに対し，左側の
樹脂板では映り込みはほぼ確認できなかった．この
ように，モスアイ型反射防止フィルムは実用時の映
り込みの劇的な改善効果が確認されている．
　モスアイフィルムの反射率は波長依存性が極めて
小さく，可視光域全域において 0.5%以下となって
いる．波長依存性のある従来品の ARフィルムでは
斜めから見た際に，色がついたように見えるのに対
し，モスアイフィルムは斜めからみても無色である．

5.　大型ロール金型を用いた連続賦形

　大型のロール形状の鏡面加工したアルミニウム
を，定電圧下で陽極酸化を行ない，次に細孔径を拡
大する処理を行なった．これらの操作を複数回繰り
返して，表面にテーパー形状のポーラスアルミナを
有するロール金型を得た．
　得られたロール金型を用いて光硬化性樹脂を用い
てロール toロールで連続的に樹脂フィルム上にモ
スアイ構造を転写した．樹脂表面および断面を電顕
観察結果したところ，100 nm周期の均一なサイズ
のモスアイ構造がナノインプリントされていること
が判った．本フィルムの反射率測定を行なったとこ

ろ，可視光波長域において反射率および反射率の波
長依存性が低いことが確認できた．

6.　おわりに

　ユビキタス時代の到来とともに，ディスプレイは
屋内だけでなく屋外での使用が多くなり，外光によ
る影響の低減が益々重要な課題となってくる．この
課題解決の最も有効な手段がモスアイ型反射防止
フィルムである．モスアイフィルムを大量に安価に
製造することが望まれており，その課題を解決した
のがここで紹介したポーラスアルミナを用いた連続
光インプリントの技術である．
　この技術は従来のトップダウンの方式と対極下に
あるボトムアップの製造技術である自己組織化の代
表的な応用例となっている．また，従来にない機能
の発現や，製造時のエネルギーコストの大幅なダウ
ンを期待して，自然界に実存する生物表面を模倣す
るバイオミメティクスの研究も盛んになりつつあ
る．本稿のモスアイ型反射防止フィルムは，蛾の眼
を模倣したものであり，従来の多層型反射防止フィ
ルムの製造と比較して少ない工程で加工が可能であ
り，より高い機能を低いエネルギーコストで実現可
能であることから，バイオミメティクスの研究の代
表的な事例としても挙げられている．
　このポーラスアルミナの研究は，長年にわたって
首都大学東京益田秀樹教授の下に積み重ねられてき
たものである．その技術を利用して，神奈川科学技
術アカデミー益田グループと三菱レイヨンとの共同
研究において，本技術開発は進められてきた．
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