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(57)【要約】
本発明は、安定に細線化された導電性細線パターンを、
密着性よく基材上に保持できる透明導電体及び透明導電
体の製造方法を提供することを課題とし、その課題は、
基材１上に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍ
Ｎ／ｍ未満で、表面エネルギーの極性成分γＰ、水素結
合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２で
ある下引き層２を有し、該下引き層２上に印刷法により
導電材料濃度が５重量％未満のインクを用いて線分を形
成後、該インクの乾燥過程において線分の線幅方向両端
に導電材料を選択的に堆積させて形成した導電性細線か
らなるパターンを有することで解決される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引き
層を有し、該下引き層上に印刷法により導電材料濃度が５重量％未満のインクを用いて線
分を形成後、該インクの乾燥過程において前記線分の線幅方向両端に導電材料を選択的に
堆積させて形成した導電性細線からなるパターンを有する透明導電体。
【請求項２】
　前記下引き層は、ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂を含む
請求項１記載の透明導電体。
【請求項３】
　前記下引き層は、
　ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂と、
　オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂と、
　の混合物を含む請求項１又は２記載の透明導電体。
【請求項４】
　前記ジオールは、フルオレン骨格を有する請求項２又は３記載の透明導電体。
【請求項５】
　前記インクは、水と、該水よりも高沸点である高沸点有機溶剤と、を含む請求項１～４
の何れかに記載の透明導電体。
【請求項６】
　前記導電性細線中にバインダー成分を含有する請求項１～５の何れかに記載の透明導電
体。
【請求項７】
　前記導電性細線は焼成されている請求項１～６の何れかに記載の透明導電体。
【請求項８】
　前記導電性細線上に金属膜が形成されている請求項１～７の何れかに記載の透明導電体
。
【請求項９】
　基材上に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨ）の比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引
き層を形成する工程と、
　前記下引き層上に印刷法により導電材料濃度が５％未満のインクを用いて線分を形成後
、該インクの乾燥過程において前記線分の線幅方向両端に導電材料を選択的に堆積させて
導電性細線からなるパターンを形成する工程と、
　を有する透明導電体の製造方法。
【請求項１０】
　前記下引き層は、ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂を含む
請求項９記載の透明導電体の製造方法。
【請求項１１】
　前記下引き層は、
　ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂と、
　オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂と、
　の混合物を含む請求項９又は１０記載の透明導電体の製造方法。
【請求項１２】
　前記ジオールは、フルオレン骨格を有する請求項１０又は１１記載の透明導電体の製造
方法。
【請求項１３】
　前記インクは、水と、該水よりも高沸点である高沸点有機溶剤と、を含む請求項９～１
２の何れかに記載の透明導電体の製造方法。
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【請求項１４】
　前記導電性細線中にバインダー成分を含有する請求項９～１３の何れかに記載の透明導
電体の製造方法。
【請求項１５】
　前記導電性細線を焼成する工程を更に有する請求項９～１４の何れかに記載の透明導電
体の製造方法。
【請求項１６】
　前記導電性細線上に金属膜を形成する工程を更に有する請求項９～１５の何れかに記載
の透明導電体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明導電体及び透明導電体の製造方法に関し、より詳しくは、安定に細線化
された導電性細線パターンを、密着性よく基材上に保持できる透明導電体及び透明導電体
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　導電材料の細線パターン形成としては従来フォトリソグラフィーを利用した方法が広く
使われている。しかしながら、フォトリソグラフィー技術は材料のロスが多く、工程が複
雑なために、材料ロスが少なく、工程が簡略な方法で導電性細線パターンを形成する方式
が種々検討されている。
【０００３】
　例えば、インクジェット法などで、導電材料を含む液滴を基材に付与して、細線パター
ンを形成する方式があるが、インクジェット法では、通常は細線の幅は吐出された液滴の
直径以下にはならず、数μｍの線幅の細線パターンを形成することはできなかった。
【０００４】
　インクジェット法による細線形成のアプローチとして、あらかじめ基材に撥剤を全面に
塗布した後、レーザーなどで撥剤の一部を親水化して親撥パターンを形成して、そこにイ
ンクジェットで液滴を付与して細線を形成する方法がある。
【０００５】
　しかしながら、この方法は撥剤を塗布したり、レーザーで親撥パターンを形成したりと
工程が複雑になってしまうという課題があった。
【０００６】
　これに対し、液滴内部の流動を利用して液滴中の固形分である導電材料を液滴の周辺部
に堆積させて、液滴より微細な幅のパターンを形成する方法が知られている。（特許文献
１）
【０００７】
　この方法によれば、特別な工程を必要とせずに、液滴の直径以下の数μｍの幅の細線を
形成することが可能になる。
【０００８】
　この方法を用いて、導電性微粒子の微細な幅のリングを形成しこれを複数連結して透明
導電膜を形成することが特許文献２に記載されている。しかしながら、導電パスをつくる
ためにリングの交点が多くなり、透明性が劣化するという課題があった。
【０００９】
　これに対して、本出願人は、基材上に形成された導電性材料を含むライン状液体の乾燥
過程において、該ライン状液体の縁に前記導電性材料を選択的に堆積させることにより、
透明性と導電性に優れた導電性細線パターン、及び該パターンにより構成される透明導電
膜を形成することを開示している（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特開２００５－９５７８７号公報
【特許文献２】ＷＯ２０１１／０５１９５２
【特許文献３】特開２０１４－３８９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、透明導電膜の基材に対する密着性の観点で更なる改善の余地が見出され
た。即ち、高温高湿下で長期保存した場合や、透明導電膜フィルムを折り曲げた場合など
においても、透明導電膜の基材からの剥がれを好適に防止できる技術が求められる。特に
、密着性の向上と、安定に細線化された導電性細線パターンを形成することとを両立する
ことは困難であった。
【００１２】
　そこで本発明の課題は、安定に細線化された導電性細線パターンを、密着性よく基材上
に保持できる透明導電体及び透明導電体の製造方法を提供することにある。
【００１３】
　また本発明の他の課題は、以下の記載によって明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題は、以下の各発明によって解決される。
【００１５】
　１．
　基材上に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引き
層を有し、該下引き層上に印刷法により導電材料濃度が５重量％未満のインクを用いて線
分を形成後、該インクの乾燥過程において前記線分の線幅方向両端に導電材料を選択的に
堆積させて形成した導電性細線からなるパターンを有する透明導電体。
　２．
　前記下引き層は、ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂を含む
前記１記載の透明導電体。
　３．
　前記下引き層は、
　ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂と、
　オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂と、
　の混合物を含む前記１又は２記載の透明導電体。
　４．
　前記ジオールは、フルオレン骨格を有する前記２又は３記載の透明導電体。
　５．
　前記インクは、水と、該水よりも高沸点である高沸点有機溶剤と、を含む前記１～４の
何れかに記載の透明導電体。
　６．
　前記導電性細線中にバインダー成分を含有する前記１～５の何れかに記載の透明導電体
。
　７．
　前記導電性細線は焼成されている前記１～６の何れかに記載の透明導電体。
　８．
　前記導電性細線上に金属膜が形成されている前記１～７の何れかに記載の透明導電体。
　９．
　基材上に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨ）の比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引
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き層を形成する工程と、
　前記下引き層上に印刷法により導電材料濃度が５％未満のインクを用いて線分を形成後
、該インクの乾燥過程において前記線分の線幅方向両端に導電材料を選択的に堆積させて
導電性細線からなるパターンを形成する工程と、
　を有する透明導電体の製造方法。
　１０．
　前記下引き層は、ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂を含む
前記９記載の透明導電体の製造方法。
　１１．
　前記下引き層は、
　ジカルボン酸およびジオールから構成されるポリエステル樹脂と、
　オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂と、
　の混合物を含む前記９又は１０記載の透明導電体の製造方法。
　１２．
　前記ジオールは、フルオレン骨格を有する前記１０又は１１記載の透明導電体の製造方
法。
　１３．
　前記インクは、水と、該水よりも高沸点である高沸点有機溶剤と、を含む前記９～１２
の何れかに記載の透明導電体の製造方法。
　１４．
　前記導電性細線中にバインダー成分を含有する前記９～１３の何れかに記載の透明導電
体の製造方法。
　１５．
　前記導電性細線を焼成する工程を更に有する前記９～１４の何れかに記載の透明導電体
の製造方法。
　１６．
　前記導電性細線上に金属膜を形成する工程を更に有する前記９～１５の何れかに記載の
透明導電体の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、安定に細線化された導電性細線パターンを、密着性よく基材上に保持
できる透明導電体及び透明導電体の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の透明導電体の一例を説明する図
【図２】下引き層上に形成されたライン状液体から導電性細線パターンが形成される様子
を概念的に説明する図
【図３】本発明の透明導電体の他の例を説明する図
【図４】下引き層上に形成された導電性細線パターンの一例を示す一部切り欠き斜視図
【図５】下引き層上に形成された導電性細線パターンにより構成される透明導電膜の例を
説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の透明導電体の一例を説明する図である。
【００２０】
　透明導電体は、基材１上に下引き層２を有し、該下引き層２上に導電性細線からなるパ
ターン（導電性細線パターン）３を有する。
【００２１】
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　下引き層２は、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギ
ーの極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である。
【００２２】
　下引き層２に対する水、炭酸プロピレン、ｎ－ノナンの各接触角の値に基づいて、Ｙｏ
ｕｎｇ－Ｆｏｗｋｅｓ式を用いて、該基材の表面エネルギーの３成分、即ち分散力成分γ
Ｄ、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨを求めることができる。ここで、接触角は、２５
℃、５０％ＲＨ環境下で、下引き層に対して液滴滴下後１０００ｍｓでの値が用いられる
。上記表面エネルギーの３成分の合計値を、下引き層の表面エネルギー［ｍＮ／ｍ］とす
ることができる。
【００２３】
　導電性細線パターン３は、下引き層２上に、印刷法により導電材料濃度が５重量％未満
のインクを用いて線分を形成後、該インクの乾燥過程において前記線分の線幅方向両端に
導電材料を選択的に堆積させて形成されたものである。
【００２４】
　導電性細線パターン３は、１組２本の互いに平行な細線３１、３２により構成されてい
る。以下の説明では、導電性細線パターンについて、平行線パターンという場合がある。
【００２５】
　かかる構成を備えた透明導電体によれば、下引き層２によって、導電性細線パターン３
を構成する導電性細線が安定に細線化される。かかる導電性細線は、インクを用いて形成
した乾燥前の線分の幅よりも十分に細いものとなる。
【００２６】
　導電材料自体が透明でなくても、上記のように導電性細線パターン３を構成する導電性
細線が細線化されていることにより、光透過性を向上でき、また視認性を低下させること
ができるため、透明導電体に透明性を付与できる。
【００２７】
　更に、導電性細線パターン３は、下引き層２を介して、基材１に対する密着性に優れる
効果を奏する。
【００２８】
　従って、安定に細線化された導電性細線パターンを、密着性よく基材上に保持できる効
果が得られる。
【００２９】
　次に、本発明の透明導電体の製造方法について説明すると共に、本発明の透明導電体に
ついて更に詳しく説明する。
【００３０】
　本発明の透明導電体の製造方法は、基材上に下引き層を形成する工程と、該下引き層上
に導電性細線パターンを形成する工程とを有する。
【００３１】
　基材としては、格別限定されないが、例えば、ガラス、プラスチック（ポリエステル、
ポリオレフィン、アクリル、ポリアミド、ポリカーボネート等）、金属（銅、ニッケル、
アルミ、鉄等や、あるいは合金）、セラミックなどを挙げることができ、これらは単独で
用いてもよいし、貼り合せた状態で用いてもよい。中でも、プラスチックが好ましく、ポ
リポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートのようなポリエステルや、
ポリエチレン、ポリプロピレンのようなポリオレフィンや、ポリカーボネートなどが好適
である。
【００３２】
　基材上に形成される下引き層は、上述したように、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上
６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの極性成分γＰ、水素結合性成分γＨ）の比率が０
．０１＜（γＰ／γＨ）＜２とされる。（γＰ／γＨ）比は、１以下であることが好まし
く、０．５以下であることが更に好ましい。
【００３３】
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　下引き層の表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨを調整する方法として
は、下引き層を構成する例えば樹脂等の成分の組成、下引き層への界面活性剤の添加、下
引き層へのコロナ放電などの表面処理などを好ましく挙げることができる。樹脂の組成を
変化させる場合は、例えばポリマーに対して親水性基や極性基を導入することなどによっ
て、下引き層の表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨを調整することがで
きる。
【００３４】
　下引き層は、樹脂により構成されることが好ましい。特に、下引き層は、ジカルボン酸
およびジオールから構成されるポリエステル樹脂を含むことが好ましい。これにより、下
引き層の基材に対する密着性を向上することができる。特に基材がポリエステル樹脂を含
む場合に、該基材への密着性を顕著に向上することができる。
【００３５】
　ポリエステル樹脂は、１又は２種以上のジカルボン酸と、１又は２種以上のジオールと
を重縮合して得ることができる。
【００３６】
　ジカルボン酸としては、例えば、脂肪族ジカルボン酸、脂環式ジカルボン酸、芳香族ジ
カルボン酸等を好ましく例示することができる。
【００３７】
　脂肪族ジカルボン酸としては、飽和脂肪族ジカルボン酸が好適であり、例えば、コハク
酸、アジピン酸、セバシン酸、デカメチレンジカルボン酸等を好ましく例示することがで
きる。
【００３８】
　脂環式ジカルボン酸としては、例えば、１，２－シクロヘキサンジカルボン酸、１，３
－シクロヘキサンジカルボン酸、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、１，４－デカヒ
ドロナフタレンジカルボン酸、１，５－デカヒドロナフタレンジカルボン酸、２，６－デ
カヒドロナフタレンジカルボン酸、２，７－デカヒドロナフタレンジカルボン酸等を好ま
しく例示することができる。
【００３９】
　芳香族ジカルボン酸としては、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸等を好ましく例示
することができる。また、芳香族ジカルボン酸として、スルホン酸塩の基を有する芳香族
ジカルボン酸を好ましく用いることができる。スルホン酸塩の基を有する芳香族ジカルボ
ン酸としては、例えば、５－ナトリウムスルホイソフタル酸、５－カリウムスルホイソフ
タル酸、５－リチウムスルホイソフタル酸、５－ホスホニウムスルホイソフタル酸等を好
ましく例示することができる。
【００４０】
　ジオールとしては、例えば、脂肪族ジオール、脂環式ジオール、フルオレン骨格を有す
るジオール等を好ましく例示することができる。
【００４１】
　脂肪族ジオールとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタ
ンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール等を好ましく例示することができる。
【００４２】
　脂環式ジオールとしては、例えば、１，２－シクロペンタンジメタノール、１，３－シ
クロペンタンジメタノール、ビス（ヒドロキシメチル）トリシクロ、［５．２．１．０］
デカン等の５員環ジオールや、１，２－シクロヘキサンジオール、１，３－シクロヘキサ
ンジオール、１，４－シクロヘキサンジオール、１，２－シクロヘキサンジメタノール、
１，３－シクロヘキサンジメタノール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、２，２－
ビス（４－ヒドロキシシクロヘキシル）－プロパン等の６員環ジオール等を好ましく例示
することができる。
【００４３】
　フルオレン骨格を有するジオールとしては、例えば、９，９－ビス［４－（２－ヒドロ
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キシエトキシ）フェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）
－３－メチルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－
３，５－ジメチルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ
）－３－エチルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）
－３，５－ジエチルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキ
シ）－３－プロピルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキ
シ）－３，５－ジプロピルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシ
エトキシ）－３－イソプロピルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロ
キシエトキシ）－３，５－ジイソプロピルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（
２－ヒドロキシエトキシ）－３－ｎ－ブチルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－
（２－ヒドロキシエトキシ）－３，５－ジ－ｎ－ブチルフェニル］フルオレン、９，９－
ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－３－イソブチルフェニル］フルオレン、９，９
－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－３，５－ジイソブチルフェニル］フルオレン
、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－３－（１－メチルプロピル）フェニ
ル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－３，５－ビス（１－
メチルプロピル）フェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ
）－３－フェニルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ
）－３，５－ジフェニルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエ
トキシ）－３－ベンジルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエ
トキシ）－３，５－ジベンジルフェニル］フルオレン、９，９－ビス［４－（３－ヒドロ
キシプロポキシ）フェニル］フルオレン９，９－ビス［４－（４－ヒドロキシブトキシ）
フェニル］フルオレン等を好ましく例示できる。
【００４４】
　下引き層を構成するポリエステル樹脂のジオール成分として、上記のようなフルオレン
骨格を有するジオールを用いることにより、導電性細線パターンとの密着性が向上する。
更に、フルオレン骨格を有するジオールを用いることにより、下引き層の屈折率を高くす
ることができる。これにより、透明導電体を構成する他の層との屈折率差による干渉むら
（虹むらともいう）を低減することができる。特に、他の層として、後に詳述するクリア
ハードコート層を備える場合などにおいて、干渉むらを好適に低減することができる。
【００４５】
　また、下引き層は、ポリエステル樹脂以外の他の樹脂を用いて構成してもよい。他の樹
脂としては、例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂など種
々の樹脂を用いることができるが、特にアクリル樹脂が好適である。以上に説明したポリ
エステル樹脂と共に、アクリル樹脂を含むことも好ましいことである。即ち、下引き層は
、ポリエステル樹脂とアクリル樹脂の混合物を含むことも好ましいことである。
【００４６】
　特にアクリル樹脂としてオキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するものを
用い、これをポリエステル樹脂と混合して用いる場合は、オキサゾリン基によりポリエス
テル樹脂を架橋させることができるため、下引き層の耐久性、密着性を更に向上すること
ができる。また、ポリアルキレンオキシド鎖を持つアクリル樹脂によりオキサゾリン架橋
剤がポリエステルと親和性の高い高分子になり、ポリエステルとの反応性を高くすること
ができる。
【００４７】
　オキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂としては、水また
は多少の有機溶剤を含有する水に可溶性または分散性のアクリル樹脂が好ましい。そのよ
うなオキサゾリン基及びポリアルキレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂としては、例え
ば、以下に示すオキサゾリン基を有するモノマーと、ポリアルキレンオキシド鎖を有する
モノマーとを、その他の共重合成分と共重合させたアクリル樹脂等を挙げることができる
。
【００４８】
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　オキサゾリン基を有するモノマーとしては、例えば、２－ビニル－２－オキサゾリン、
２－ビニル－４－メチル－２－オキサゾリン、２－ビニル－５－メチル－２－オキサゾリ
ン、２－イソプロペニル－２－オキサゾリン、２－イソプロペニル－４－メチル－２－オ
キサゾリン、２－イソプロペニル－５－メチル－２－オキサゾリン等を好ましく例示する
ことができる。
【００４９】
　ポリアルキレンオキシド鎖を有するモノマーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリ
ル酸のカルボキシル基にポリアルキレンオキシドを付加させたエステル等を好ましく例示
することができる。ここで、ポリアルキレンオキシド鎖としては、例えば、ポリメチレン
オキシド、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリブチレンオキシド等を
好ましく例示することができる。ポリアルキレンオキシド鎖の繰り返し単位は３～１００
であることが好ましい。
【００５０】
　アクリル樹脂のその他の共重合成分としては、例えば、アルキル（メタ）アクリレート
や（メタ）アクリルアミド等のようなモノマー成分等を用いることができる。
【００５１】
　基材上に下引き層を形成する方法としては、塗設により形成する方法を好ましく用いる
ことができる。下引き層を形成するための塗布液、即ち下引き層を構成する成分を含む塗
布液を、基材上に塗布し、乾燥させることにより、基材上に下引き層を塗設することがで
きる。
【００５２】
　基材上に塗布液を塗布する方法としては、自体公知の塗布方法を用いることができ、例
えば、ロールコート法、グラビアコート法、ロールブラッシュ法、スプレーコート法、エ
アーナイフコート法、含浸法、カーテンコート法等を用いることができる。中でもロール
コート法が好ましく、ロールコート法の中でもグラビアコート法が更に好ましい。
【００５３】
　基材への塗布液の濡れ性を向上させる等の観点で、あらかじめ基材に表面処理を施すこ
とも好ましいことである。表面処理としては、コロナ表面処理、火炎処理、プラズマ処理
等を好ましく例示することができる。
【００５４】
　塗布液の塗布量は、下引き層の厚さが所望の厚さとなるように適宜調整することができ
る。下引き層の厚みは、例えば、５０ｎｍ以上１μｍ以下であることが好ましい。これに
より、密着性と透明性を更に向上する効果が得られる。下引き層の厚みが５０ｎｍ未満だ
と密着性の更なる向上効果が得られにくい場合があり、１μｍを超えると透明性の更なる
向上効果が得られにくい場合がある。
【００５５】
　下引き層を形成するための塗布液は、下引き層を構成する成分を、水や有機溶剤から選
ばれる１種又は２種以上により構成される溶媒又は分散媒に、溶解又は分散させたものを
好ましく用いることができる。溶媒又は分散媒は、塗布後の乾燥により除去することがで
きる。また、下引き層を形成するための塗布液中には、溶媒又は分散媒の他に、例えば、
界面活性剤、帯電防止剤、すべり剤などのような種々の添加剤を添加することができる。
界面活性剤は、下引き層の表面エネルギーを制御する手段としても好適に用いることがで
きる。界面活性剤としては、例えば、シリコン系、フッ素系、アルキルエーテル系など種
々のものを用いることができる。
【００５６】
　下引き層上に導電性細線パターンを形成する際には、まず、下引き層上に、導電材料を
含有するインクを線分として形成する。下引き層上に線分として付与された導電材料を含
有するインクを、以下の説明では、ライン状液体という場合がある。
【００５７】
　ライン状液体の形成には、印刷法を好ましく用いることができる。印刷法としては、一
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般的に知られている方法を用いることができるが、例えば、スクリーン印刷、グラビア印
刷、オフセット印刷、ディスペンサーによる印刷、インクジェットによる印刷などが好ま
しく、特にインクジェットによる印刷が好適である。インクジェットにより吐出された導
電材料を含む複数の液滴同士を、下引き層上で互いに合一させることで、ライン状液体を
高精度に形成することができる。
【００５８】
　インクジェット方式としては、一般的に知られている方法を用いることができ、圧電素
子の振動によりインク流路を変形させることによりインク液滴を吐出させるピエゾ方式、
インク流路内に発熱体を設け、その発熱体を発熱させて気泡を発生させ、気泡によるイン
ク流路内の圧力変化に応じてインク液滴を吐出させるサーマル方式、インク流路内のイン
クを帯電させてインクの静電吸引力によりインク液滴を吐出させる静電吸引方式等を好ま
しく例示できる。
【００５９】
　本発明では、上述したライン状液体を乾燥させる際に、該ライン状液体の線幅方向両端
に導電材料を選択的に堆積させて導電性細線パターンを形成する。例えばインクの乾燥プ
ロセスを制御して、コーヒーステイン現象を生起させることによって、上記のような選択
的な堆積を実現できる。この点について以下に詳しく説明する。
【００６０】
　図２は、下引き層上に形成されたライン状液体から導電性細線パターンが形成される様
子を概念的に説明する図である。
【００６１】
　図２（ａ）に示すように、基材１上に設けられた下引き層２上に、導電材料を含むライ
ン状液体４を付与する。
【００６２】
　下引き層２上へのライン状液体４の付与は、上述したようにインクジェット方式を用い
て行うことが好ましい。具体的には、インクジェット装置が備えるインクジェットヘッド
（液滴吐出装置ともいう）を基材に対して相対移動させながら、液滴吐出装置から導電材
料を含む液滴を複数吐出し、吐出された液滴が下引き層２上で合一することで、導電材料
を含むライン状液体４を形成することができる。４１はライン状液体２の長さ方向に沿う
一方の縁であり、４２は他方の縁である。ライン状液体は、長さ方向に複数の液滴を合一
させたものということができる。また、ライン状液体は、長さ方向に複数の液滴を合一さ
せると共に、幅方向にも複数の液滴を合一させて、その形成幅を大としたものであっても
よい。
【００６３】
　図２（ｂ）に示すように、導電材料を含むライン状液体４を蒸発させ、乾燥させる際に
、コーヒーステイン現象を生起させて、ライン状液体４の縁に導電材料を選択的に堆積さ
せることができる。
【００６４】
　コーヒーステイン現象を促進させるように、ライン状液体４を乾燥させる際の条件設定
を行うことは好ましいことである。即ち、下引き層２上において、ライン状液体４の乾燥
は中央部４３と比べ縁４１、４２において速いため、乾燥の進行により、まず、ライン状
液体４の縁４１、４２に導電材料の局所的な堆積が起こる。この堆積した導電材料により
ライン状液体４の縁４１、４２が固定化された状態となり、それ以降の乾燥に伴うライン
状液体４の幅方向の収縮が抑制される。ライン状液体４中の液体は、縁４１、４２で蒸発
により失った分の液体を補う様に中央部４３から縁４１、４２に向かう流動を形成する。
この流動により、更なる導電材料が縁４１、４２に運ばれ、該縁４１、４２に堆積する。
この流動は、乾燥に伴うライン状液体４の接触線（縁４１、４２）の固定化と、ライン状
液体４の中央部４３と縁４１、４２の蒸発量の差に起因するため、ライン状液体４中の導
電材料濃度、ライン状液体４と下引き層２の接触角、ライン状液体４の量、下引き層２の
加熱温度、ライン状液体４の配置密度、または温度、湿度、気圧などの環境因子等の条件
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に影響され得る。そのため、これらの１又は２以上の条件を、ライン状液体４の縁４１、
４２に導電性材料を選択的に堆積させる流動状態が好適に形成されるように選択すること
も好ましいことである。
【００６５】
　その結果、図２（ｃ）に示すように、下引き層２上に、導電材料を含む細線からなるパ
ターン、即ち導電性細線パターン３が形成される。導電性細線パターン３は、１組２本の
細線３１、３２により構成された平行線パターンになる。導電性細線パターン３を構成す
る細線３１、３２は、ライン状液体４の縁４１、４２に対応する位置に形成される。
【００６６】
　以上のようにして、図１に示したような透明導電体を形成することができる。
【００６７】
　以上のように、導電性細線パターンを形成する際の下地として、表面エネルギーが４０
ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの極性成分γＰ、水素結合性成分γＨ
）の比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引き層を用いることにより、安定に細
線化された導電性細線パターンを、密着性よく基材上に保持できる。
【００６８】
　即ち、下引き層の表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満であることによ
り、ライン状液体内部の流動を利用して該ライン状液体中の固形分である導電材料を縁に
堆積させて、ライン状液体より微細な幅のパターンを安定に形成することができる。一方
、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ未満の場合は、インクの濡れ性が悪く、液滴より微細な
幅のパターンを形成することが困難になる。また、表面エネルギーが６５ｍＮ／ｍ以上の
場合は、インクが濡れすぎてしまい、この場合も液滴より微細な幅のパターンを形成する
ことが困難になる。
【００６９】
　更に、表面エネルギーの極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率を０．０５＜（γＰ
／γＨ）＜２にすることで、乾燥過程でのインクの濡れ性を一定にすることができる。例
えば、乾燥過程においてインク溶剤の組成が変化しても、下引き層に対する濡れ性が一定
に保たれ易くなる。その結果、ライン状液体内部の流動を利用して液滴中の固形分である
導電材料を縁に堆積させて、ライン状液体より微細な幅のパターンを更に安定に形成する
ことができる。一方、（γＰ／γＨ）比が０．０５以下の場合は、特に極性を有するイン
ク溶剤に対する濡れが著しく悪くなり、（γＰ／γＨ）比が２以上の場合は、乾燥過程で
の濡れ性が一定になり難く、いずれの場合も液滴より微細な幅のパターンを形成すること
が困難になる。乾燥過程での濡れ性が一定でない場合は、上述したライン状液体の縁が固
定化された状態を保持できなくなる。即ち、乾燥過程で変化した濡れ性により、例えば、
固定化されかけた接触線（縁）を越えて、ライン状液体が濡れ広がってしまう等により、
導電材料の堆積位置が定まらず、微細な幅のパターンが形成困難になる。
【００７０】
　特に、ライン状液体を形成するためのインクをインクジェット方式で付与する場合は、
インク溶剤として、水と、水よりも高沸点な高沸点溶剤とを組み合わせて含有することが
好ましいが、この場合は特に（γＰ／γＨ）比が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２であるこ
とにより、本発明の効果が顕著になる。即ち、インク付与直後はインク中に水と高沸点溶
剤が存在するが、乾燥の進行に伴って水が減少し、乾燥後期には高沸点溶剤だけが残るこ
とになる。（γＰ／γＨ）比が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２であることにより、乾燥後
期の高沸点溶剤単独系に対しても、インク付与直後の水と高沸点溶剤の混合系に対しても
、一定の濡れ性が確保されやすくなる。以上のことは、インク溶剤として互いに沸点の異
なる２種以上の溶剤を含有する場合に、本発明の効果が顕著になるということでもある。
【００７１】
　また更に、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２の下引き層を
用いることにより、形成された導電性細線パターンと下引き層との密着性も向上すること
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ができる。これはインク中の導電材料に対する下引き層の親和性が高くなるためである。
【００７２】
　このような導電性細線パターン３を安定に形成する上で、ライン状液体４を形成するた
めに下引き層２上に付与されるインクは、導電材料を比較的低濃度で含有することが好ま
しい。具体的には、インク中の導電材料濃度は、５重量％未満とすることができる。この
ような、インク中に占める導電材料の含有量が比較的小さいインクでは、相対的に溶剤の
含有量が大きくなる。このような場合においても、（γＰ／γＨ）比が０．０５＜（γＰ
／γＨ）＜２であることにより、乾燥時における溶剤蒸発に伴う影響を軽減して、一定の
濡れ性を確保しやすくなり、ライン状液体より微細な幅のパターンを安定に形成すること
ができる。
【００７３】
　インクに含有させる導電材料としては、例えば、導電性微粒子、導電性ポリマー等を好
ましく例示できる。
【００７４】
　導電性微粒子としては、格別限定されないが、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｃｒ、
Ｒｈ、Ｐｄ、Ｚｎ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｒｕ、Ｗ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｇａ
、Ｉｎ等の微粒子を好ましく例示でき、中でも、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕのような金属微粒子を
用いると、電気抵抗が低く、かつ腐食に強い回路パターンを形成することができるので、
より好ましい。コスト及び安定性の観点から、Ａｇを含む金属微粒子が最も好ましい。こ
れらの金属微粒子の平均粒子径は、好ましくは１～１００ｎｍの範囲、より好ましくは３
～５０ｎｍの範囲とされる。
【００７５】
　また、導電性微粒子として、カーボン微粒子を用いることも好ましい。カーボン微粒子
としては、グラファイト微粒子、カーボンナノチューブ、フラーレン等を好ましく例示で
きる。
【００７６】
　導電性ポリマーとしては、格別限定されないが、π共役系導電性高分子を好ましく挙げ
ることができる。
【００７７】
　π共役系導電性高分子としては、特に限定されず、ポリチオフェン類、ポリピロール類
、ポリインドール類、ポリカルバゾール類、ポリアニリン類、ポリアセチレン類、ポリフ
ラン類、ポリパラフェニレン類、ポリパラフェニレンビニレン類、ポリパラフェニレンサ
ルファイド類、ポリアズレン類、ポリイソチアナフテン類、ポリチアジル類等の鎖状導電
性ポリマーを利用することができる。中でも、高い導電性が得られる点で、ポリチオフェ
ン類やポリアニリン類が好ましい。ポリエチレンジオキシチオフェンであることが最も好
ましい。
【００７８】
　導電性ポリマーは、より好ましくは、上述したπ共役系導電性高分子とポリアニオンと
を含んで成ることである。こうした導電性ポリマーは、π共役系導電性高分子を形成する
前駆体モノマーを、適切な酸化剤と酸化触媒と、ポリアニオンの存在下で化学酸化重合す
ることによって容易に製造できる。
【００７９】
　ポリアニオンは、置換若しくは未置換のポリアルキレン、置換若しくは未置換のポリア
ルケニレン、置換若しくは未置換のポリイミド、置換若しくは未置換のポリアミド、置換
若しくは未置換のポリエステル及びこれらの共重合体であって、アニオン基を有する構成
単位とアニオン基を有さない構成単位とからなるものである。
【００８０】
　このポリアニオンは、π共役系導電性高分子を溶媒に可溶化させる可溶化高分子である
。また、ポリアニオンのアニオン基は、π共役系導電性高分子に対するドーパントとして
機能して、π共役系導電性高分子の導電性と耐熱性を向上させる。
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【００８１】
　ポリアニオンのアニオン基としては、π共役系導電性高分子への化学酸化ドープが起こ
りうる官能基であればよいが、中でも、製造の容易さ及び安定性の観点からは、一置換硫
酸エステル基、一置換リン酸エステル基、リン酸基、カルボキシ基、スルホ基等が好まし
い。さらに、官能基のπ共役系導電性高分子へのドープ効果の観点より、スルホ基、一置
換硫酸エステル基、カルボキシ基がより好ましい。
【００８２】
　ポリアニオンの具体例としては、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸、ポ
リアリルスルホン酸、ポリアクリル酸エチルスルホン酸、ポリアクリル酸ブチルスルホン
酸、ポリ－２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、ポリイソプレンスルホ
ン酸、ポリビニルカルボン酸、ポリスチレンカルボン酸、ポリアリルカルボン酸、ポリア
クリルカルボン酸、ポリメタクリルカルボン酸、ポリ－２－アクリルアミド－２－メチル
プロパンカルボン酸、ポリイソプレンカルボン酸、ポリアクリル酸等が挙げられる。これ
らの単独重合体であってもよいし、２種以上の共重合体であってもよい。
【００８３】
　また、化合物内にＦ（フッ素原子）を有するポリアニオンであってもよい。具体的には
、パーフルオロスルホン酸基を含有するナフィオン（Ｄｕｐｏｎｔ社製）、カルボン酸基
を含有するパーフルオロ型ビニルエーテルからなるフレミオン（旭硝子社製）等を挙げる
ことができる。
【００８４】
　これらのうち、スルホン酸を有する化合物であると、インクジェット印刷方式を用いた
際にインク射出安定性が特に良好であり、かつ高い導電性が得られることから、より好ま
しい。
【００８５】
　さらに、これらの中でも、ポリスチレンスルホン酸、ポリイソプレンスルホン酸、ポリ
アクリル酸エチルスルホン酸、ポリアクリル酸ブチルスルホン酸が好ましい。これらのポ
リアニオンは、導電性に優れるという効果を奏する。
【００８６】
　ポリアニオンの重合度は、モノマー単位が１０～１０００００個の範囲であることが好
ましく、溶媒溶解性及び導電性の点からは、５０～１００００個の範囲がより好ましい。
【００８７】
　導電性ポリマーは市販の材料も好ましく利用できる。例えば、ポリ（３，４－エチレン
ジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸からなる導電性ポリマー（ＰＥＤＯＴ／
ＰＳＳと略す）が、Ｈ．Ｃ．Ｓｔａｒｃｋ社からＣＬＥＶＩＯＳシリーズとして、Ａｌｄ
ｒｉｃｈ社からＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ４８３０９５、５６０５９８として、Ｎａｇａｓｅ　
Ｃｈｅｍｔｅｘ社からＤｅｎａｔｒｏｎシリーズとして市販されている。また、ポリアニ
リンが、日産化学社からＯＲＭＥＣＯＮシリーズとして市販されている。
【００８８】
　導電材料を含有させるインク溶剤としては、水や、有機溶剤等の１種又は２種以上を組
み合わせて用いることができる。
【００８９】
　有機溶剤は、格別限定されないが、例えば、１，２－ヘキサンジオール、２－メチル－
２，４－ペンタンジオール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、プロピ
レングリコールなどのアルコール類、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ
レングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエ
チレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジ
プロピレングリコールモノエチルエーテルなどのエーテル類等を例示できる。
【００９０】
　インク溶剤として、水と、１種又は２種以上の有機溶剤とを組み合わせて用いることは
好ましいことである。水と有機溶剤とを組み合わせて用いることで、ライン状液体の下引
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き層に対する濡れ性を制御することができ、ライン状液体内部の流動を利用して固形分で
ある導電材料の縁への堆積を促進することが容易になる。また、水と組み合わせる溶剤と
して、水よりも高沸点の溶剤を含むことが好ましい。ライン状液体をインクジェット法に
より形成する場合は、高沸点溶剤を含有することにより、ノズルでのインク乾燥を抑制で
き、これによりパターニング精度を向上できる。
【００９１】
　上述したように、インク溶剤として互いに沸点の異なる２種以上の溶剤を含有する場合
に、本発明の効果が顕著になる。
【００９２】
　導電性細線パターンを構成する細線中にバインダーを含有させることも好ましく、バイ
ンダーとしてバインダー樹脂を含有させることは特に好ましい。バインダー樹脂を含有す
ることにより、導電性細線パターンの下引き層に対する密着性を更に向上することができ
る。
【００９３】
　バインダー樹脂として、下引き層を構成する樹脂と類似の樹脂を用いることは、密着性
を向上する観点で特に好ましい。例えば、下引き層にポリエステル樹脂を用いる場合は、
バインダー樹脂としてポリエステル樹脂を用いることが好ましい。
【００９４】
　導電性細線パターンを構成する細線中にバインダーを含有させる方法としては、ライン
状液体を形成するために付与されるインク中にバインダー樹脂を添加する方法が好ましい
。これにより、細線中に、インク由来の樹脂を含有させることができる。樹脂の添加量は
、得られる導電性細線パターンの導電性が損なわれない範囲で調整することができる。
【００９５】
　導電性細線パターンを構成する細線に焼成を施すことは好ましいことである。これによ
り、導電性細線パターンの導電性を更に向上することができ、更に基材との密着性も更に
向上することができる。焼成方法としては、種々の方法を用いることができ、例えば、赤
外方式、熱風、キセノンフラッシュなどを好ましく用いることができる。焼成温度や焼成
時間は、導電性細線パターンの導電性の向上や、基材との密着性を向上出来れば、特に限
定されないが、例えば、焼成温度としては、１１０～１５０℃が好ましく、焼成時間とし
ては、５分～１時間が好ましい。
【００９６】
　導電性細線パターンを構成する細線上に金属膜を形成することは好ましいことである。
これにより、導電性細線パターンの導電性を更に向上することができる。
【００９７】
　特に、細線上に、金属膜を２層以上積層することが好ましい。最上層（最表面層）を構
成する金属として、酸化やマイグレーションに対する耐性が比較的高い金属を用いること
で、最上層よりも下層を構成する金属として例えば銅や銀を用いる場合でも導電性の低下
を防ぐことができる。酸化やマイグレーションに対する耐性が比較的高い金属としては、
例えばニッケル等を好ましく用いることができる。更に、最上層（最表面層）を構成する
金属として、色調がニュートラルな金属を用いることで、最上層よりも下層を構成する金
属として例えば銅のような色味のついた金属を用いる場合でも色調をニュートラルにする
ことができる。色調がニュートラルな金属として、例えばニッケル等を好ましく用いるこ
とができる。
【００９８】
　導電性細線パターンを構成する細線上に金属膜を形成する方法としては、種々の方法を
用いることができるが、電解メッキ、無電解メッキを用いることが簡便で好ましい。細線
上に、２層以上の金属膜を形成する場合は、連続でメッキすることが、生産性を向上する
等の観点で好ましい。
【００９９】
　図３は、本発明の透明導電体の他の例を説明する図である。
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【０１００】
　図３（ａ）に示す透明導電体は、基材１上に下引き層２を有し、該下引き層２上に導電
性細線パターン３を有している。
【０１０１】
　更に、基材１において、下引き層２及び導電性細線パターン３が形成される面と反対側
の面上には、クリアハードコート層５が設けられている。クリアハードコート層５が設け
られることにより、透明導電体が保護され、例えば、すりきずが形成されることを防止で
きる等の効果が得られる。
【０１０２】
　クリアハードコート層５としては、種々のものを用いることができ、例えば、活性エネ
ルギー線硬化組成物や、シラン系組成物などを好ましく用いることができる。クリアハー
ドコート層５として、紫外線で硬化するアクリル樹脂を用いることは特に好ましいことで
ある。
【０１０３】
　図３（ｂ）に示す透明導電体は、図３（ａ）の例において、基材１とクリアハードコー
ト層５との間に、該クリアハードコート層５用の下引き層６を介在させている。
【０１０４】
　クリアハードコート層５用の下引き層６として、下引き層２について説明した構成を適
用することは好ましいことである。下引き層６を、下引き層２と同様の組成により形成す
ることは特に好ましいことである。これにより、下引き層２の形成時と、下引き層６の形
成時とで、これらを形成するための塗布液を入れ替える必要がなくなるため、工程を簡素
化できる効果が得られる。
【０１０５】
　特に、下引き層２及び又は下引き層６をポリエステル樹脂により構成し、該ポリエステ
ル樹脂のジオール成分として、上述したフルオレン骨格を有するジオールを用いることに
より、クリアハードコート層と、これら下引き層との間の干渉むらを好適に低減すること
ができる。
【０１０６】
　図４は、下引き層上に形成された平行線パターン（導電性細線パターン）の一例を示す
一部切り欠き斜視図であり、断面は、平行線パターンを構成する１組２本の細線の形成方
向に対して直交する方向で切断した縦断面に対応する。
【０１０７】
　１本のライン状液体から生成される平行線パターン３の１組２本の細線３１、３２は、
必ずしも互いに完全に独立した島状である必要はない。図示したように、２本の細線３１
、３２は、該細線３１、３２間に亘って、該細線３１、３２の高さよりも低い高さで形成
された薄膜部３０によって接続された連続体として形成されることも好ましいことである
。
【０１０８】
　平行線パターン３の細線３１、３２の線幅Ｗ１、Ｗ２は、各々１０μｍ以下であること
が好ましい。１０μｍ以下であれば、通常視認できないレベルとなるので、透明性を向上
する観点からより好ましい。各細線３１、３２の安定性も考慮すると、各細線３１、３２
の線幅Ｗ１、Ｗ２は、各々２μｍ以上１０μｍ以下の範囲であることが好ましい。
【０１０９】
　なお、細線３１、３２の幅Ｗ１、Ｗ２とは、該細線３１、３２間において導電材料の厚
みが最薄となる最薄部分の高さをＺとし、更に該Ｚからの細線３１、３２の突出高さをＹ
１、Ｙ２としたときに、Ｙ１、Ｙ２の半分の高さにおける細線３１、３２の幅として定義
される。例えば、平行線パターン３が上述した薄膜部３０を有する場合は、該薄膜部３０
における最薄部分の高さをＺとすることができる。なお、各細線３１、３２間における導
電材料の最薄部分の高さが０であるときは、細線３１、３２の線幅Ｗ１、Ｗ２は、下引き
層２表面からの細線３１、３２の高さＨ１、Ｈ２の半分の高さにおける細線３１、３２の
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幅と定義される。
【０１１０】
　平行線パターン３を構成する細線３１、３２の線幅Ｗ１、Ｗ２は、上述した通り極めて
細いものであるため、断面積を確保して低抵抗化を図る観点で、下引き層２表面からの細
線３１、３２の高さＨ１、Ｈ２は高い方が望ましい。具体的には、細線３１、３２の高さ
Ｈ１、Ｈ２は、５０ｎｍ以上５μｍ以下の範囲であることが好ましい。
【０１１１】
　更に、平行線パターン３の安定性を向上する観点から、Ｈ１／Ｗ１比、Ｈ２／Ｗ２比は
、各々０．０１以上１以下の範囲であることが好ましい。
【０１１２】
　また、平行線パターン３の細線化を更に向上する観点から、細線３１、３２間において
導電材料の厚みが最薄となる最薄部分の高さＺ、具体的には薄膜部３０の最薄部分の高さ
Ｚが１０ｎｍ以下の範囲であることが好ましい。最も好ましいのは、透明性と安定性のバ
ランスの両立を図るために、０＜Ｚ≦１０ｎｍの範囲で、薄膜部３０を備えることである
。
【０１１３】
　更に、平行線パターン３の更なる細線化向上のために、Ｈ１／Ｚ比、Ｈ２／Ｚ比は、各
々５以上であることが好ましく、１０以上であることがより好ましく、２０以上であるこ
とが特に好ましい。
【０１１４】
　細線３１、３２の配置間隔Ｉの範囲は、格別限定されず、上述したようにライン状液体
の縁の固定化が安定化されるため、ライン状液体の形成幅の設定により、自由度高く設定
することができる。具体的には、配置間隔Ｉを、例えば、５０μｍ以上、１００μｍ以上
、２００μｍ以上、３００μｍ以上、４００μｍ以上、更には５００μｍ以上という大き
い値に設定する場合においても、細線３１、３２の形成を安定化できる。透明導電膜等を
形成する場合などにおいては、配置間隔Ｉは、例えば、１００μｍ以上～１０００μｍ以
下の範囲とすることが好ましく、１００μｍ以上～５００μｍ以下の範囲とすることが更
に好ましい。なお、細線３１、３２の配置間隔Ｉとは、細線３１、３２の各最大突出部間
の距離とする。
【０１１５】
　更にまた、細線３１と細線３２とに同様の形状（同程度の断面積）を付与することが好
ましく、具体的には、細線３１と細線３２の高さＨ１とＨ２とを実質的に等しい値とする
ことが好ましい。これと同様に、細線３１と細線３２の線幅Ｗ１とＷ２とについても実質
的に等しい値とすることが好ましい。
【０１１６】
　細線３１、３２は、必ずしも平行である必要性はなく、少なくとも細線方向のある長さ
Ｌに亘って、細線３１、３２が結合していなければ良い。好ましくは、少なくとも細線方
向のある長さＬに亘って、細線３１、３２が実質的に平行であることである。
【０１１７】
　細線３１、３２の細線方向の長さＬは、細線３１、３２の配置間隔Ｉの５倍以上である
ことが好ましく、１０倍以上であることがより好ましい。長さＬ及び配置間隔Ｉは、パタ
ーン（ライン状液体）２の形成長さ及び形成幅に対応して設定することができる。
【０１１８】
　ライン状液体の形成始点と終点（細線方向のある長さＬに亘った始点と終点）では、細
線３１、３２が接続し、連続体として形成されてもよい。
【０１１９】
　また、細線３１、３２は、その線幅Ｗ１、Ｗ２がほぼ等しく、且つ、線幅Ｗ１、Ｗ２が
２本線間距離（配置間隔Ｉ）に比して、十分に細いものであることが好ましい。
【０１２０】
　更に、１本のライン状液体から生成されるパターン３を構成する細線３１と細線３２と
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は、同時に形成されたものであることが好ましい。
【０１２１】
　平行線パターン３は、各細線３１、３２が、下記（ア）～（ウ）の条件を全て満たすこ
とが特に好ましい。これにより、パターンが視認されにくくなり、透明性を向上できると
共に、細線が安定化され、パターンの抵抗値を低下できる効果に優れる。
【０１２２】
　（ア）各細線３１、３２の高さをＨ１、Ｈ２とし、該各細線間における最薄部分の高さ
をＺとしたときに、５≦Ｈ１／Ｚ、且つ５≦Ｈ２／Ｚであること。
　（イ）各細線３１、３２の幅をＷ１、Ｗ２としたときに、Ｗ１≦１０μｍ、且つＷ２≦
１０μｍであること。
　（ウ）各細線３１、３２の高さをＨ１、Ｈ２としたときに、５０ｎｍ＜Ｈ１＜５μｍ、
且つ５０ｎｍ＜Ｈ２＜５μｍであること。
【０１２３】
　図５は、下引き層上に形成された導電性細線パターン（平行線パターン）により構成さ
れる透明導電膜の例を説明する図である。透明導電膜７は、複数の平行線パターン３の集
合体として構成されることが好ましい。透明導電膜７は、例えば、図５（ａ）及び（ｂ）
に示すように、平行線パターン３を１方向に複数並列してなるストライプ状や、図５（ｃ
）及び（ｄ）に示すように、平行線パターン３を１方向に複数並列してなるものと、これ
と交差する方向に複数並列してなるものとを交差させてなるメッシュ状（格子状ともいう
）の形態とすることが好ましい。ここで、図５（ａ）及び（ｃ）の例は、平行線パターン
３を基材１の辺に対して平行に形成した場合を示しており、図５（ｂ）及び（ｄ）の例は
、平行線パターン３を基材１の辺に対して斜めに形成した場合を示している。
【０１２４】
　互いに交差する平行線パターンを形成する場合は、まず、第１の方向に沿って第１のラ
イン状液体を形成し、これを乾燥させて第１の方向に沿う第１の平行線パターンを形成し
、次いで、第１の平行線パターンを跨ぐように、第１の方向に対して交差する第２の方向
に沿って第２のライン状液体を形成し、これを乾燥させて第２の方向に沿う第２の平行線
パターンを形成することが好ましい。
【０１２５】
　透明導電体の用途は、格別限定されず、種々の電子機器が備える種々のデバイスに用い
ることができる。
【０１２６】
　透明導電体の好ましい用途は、本発明の効果を顕著に奏する観点で、例えば、液晶、プ
ラズマ、有機エレクトロルミネッセンス、フィールドエミッション等、各種方式のディス
プレイ用透明電極として、あるいは、タッチパネルや携帯電話、電子ペーパー、各種太陽
電池、各種エレクトロルミネッセンス調光素子等に用いられる透明電極として好適に用い
ることができる。
【０１２７】
　更に、透明導電体は、デバイスの透明電極として好適に用いられる。デバイスとしては
、格別限定されるものではないが、例えば、タッチパネルセンサー等を好ましく例示でき
る。また、これらデバイスを備えた電子機器としては、格別限定されるものではないが、
例えばスマートフォン、タブレット端末等を好ましく例示できる。
【０１２８】
　以上の説明において、一つの態様について説明された構成は、他の態様に適宜適用する
ことができる。
【実施例】
【０１２９】
　以下に、本発明の実施例について説明するが、本発明はかかる実施例により限定されな
い。
【０１３０】
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（実施例１）
１．基材の調製
　１２５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムの両面にコロナ放電処理を施して基
材とした。
【０１３１】
２．下引き層１の形成
　上記基材の両面に、下記塗布液１を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイヤーバーで塗
布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層１を形成した。基材の一方の面に形成し
た下引き層１は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に形成した下引
き層１は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液１＞
　下記組成からなる塗布液１を調製した。
・スチレン、ブチルアクリレート、グリシジルメタクリレート、メチルメタクリレートか
らなる共重合アクリルラテックス：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液１は、アクリルラテックスのモノマー組成を調整することにより、下引き層１が
表１に示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
　下引き層の表面エネルギー（γＤ：分散力成分、γＰ：極性成分、γＨ：水素結合成分
）はＹｏｕｎｇ－Ｆｏｗｋｅｓ式を用いて、水、炭酸プロピレン、ｎ－ノナンの接触角を
測定することで求めた。接触角は、２５℃、５０％ＲＨ環境下で、液滴滴下後１０００ｍ
ｓでの値を使用した。表面エネルギーの３成分の合計値が表面エネルギー［ｍＮ／ｍ］の
値である。
【０１３２】
３．インク１の調製
　下記組成からなるインク１を調製した。
・銀ナノ粒子の水分散液１（銀ナノ粒子：４０重量％）：１．７５重量％
・ジエチレングリコールモノブチルエーテル：２０重量％
・シリコン系界面活性剤（ビックケミー製「ＢＹＫ－３４８」）：０．０１重量％
・純水：残部
【０１３３】
４．導電性細線パターンの形成
　コニカミノルタ製インクジェットヘッド「５１２ＬＨＸ」（標準液滴容量４２ｐＬ）を
取り付けたＸＹロボット（武蔵エンジニアリング製「ＳＨＯＴＭＡＳＴＥＲ３００」）と
、インクジェットコントロールシステム（コニカミノルタ製「ＩＪＣＳ－１」）を用いて
、上記インク１をノズル列方向間ピッチ２８２μｍ、走査方向間ピッチ４５μｍとなるよ
うに、基材の一方の面上に設けられた下引き層１上に、液滴として順次吐出し、下引き層
１上において走査方向に連続的に付与された液滴を合一させることで複数のライン状液体
を形成した。なお、印字しながら基材を載せたステージを７０℃で加熱し、これらライン
状液体を乾燥させる過程で、周辺部（縁）に固形分を堆積させることで、１本のライン状
液体から導電性材料を含み２本の細線により構成された第１の平行線パターンを形成した
。
　その後、基材を９０°回転して、第１の平行線パターンとは直交する方向に、インク１
による複数の第２のライン状液体を上記と同様の方法で塗布し、乾燥して、第２の平行線
パターンを形成した。
　導電性細線パターンは、図５（ｄ）に示したようなメッシュ状に交差する平行線パター
ンになった。
【０１３４】
５．焼成処理
　導電性細線パターンが形成された基材を１３０℃のオーブンに入れ、１０分間焼成処理
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をした。
【０１３５】
６．メッキ処理
　更に、焼成後の導電性細線パターンに、下記電解銅メッキ及び下記電解ニッケルメッキ
を施して、該導電性細線パターン上に、銅メッキ層、ニッケルメッキ層を順に形成した。
＜電解銅メッキ＞
　硫酸銅５水塩６０ｇ、硫酸１９ｇ、１Ｎ塩酸２ｇ、光沢付与剤（メルテックス社製「Ｓ
Ｔ９０１Ｃ」）５ｇを、イオン交換水で１０００ｍｌに仕上げる処方で調製した銅メッキ
浴中に浸漬された導電性細線パターンに給電し、電解銅メッキを行った。アノードにはメ
ッキ用銅板を用いた。
＜電解ニッケルメッキ＞
　硫酸ニッケル２４０ｇ、塩化ニッケル４５ｇ、ホウ酸３０ｇを、イオン交換水で１００
０ｍｌに仕上げる処方で調製したニッケルメッキ浴中に浸漬された導電性細線パターン（
上記電解銅メッキ後の導電性細線パターン）に給電し、電解ニッケルメッキを行った。ア
ノードにはメッキ用ニッケル板を用いた。
【０１３６】
７．クリアハードコート層の形成
　基材の他方の面上に設けられた下引き層１上に、下記クリアハードコート層形成用塗布
液を、湿潤膜厚で５μｍになるようにロールコーターで塗布し、その後、メタルハライド
ランプにて２４００ｍＪ／ｃｍ２の照射エネルギーを与えて硬化させて、クリアハードコ
ート層を形成した。
＜クリアハードコート層形成用塗布液＞
・ペンタエリスリトールアクリレート：４０重量％
・Ｎ－メチロール－アクリルアミド：４０重量％
・Ｎ－ビニルピロリドン：１０重量％
・１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン：１０重量％
【０１３７】
　以上のようにして、透明導電体を得た。
【０１３８】
（実施例２）
　実施例１において、下引き層１を下引き層２に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１３９】
・下引き層２の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液２を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層２を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層２は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層２は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液２＞
　下記組成からなる塗布液２を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液２は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層２が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１４０】
（実施例３）
　実施例１において、下引き層１を下引き層３に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
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て透明導電体を得た。
【０１４１】
・下引き層３の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液３を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層３を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層３は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層３は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液３＞
　下記組成からなる塗布液３を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・メチルメタクリレート：３０重量％＋２－イソプロペニル－２－オキサゾリン：３０重
量％＋ポリエチレンオキシド（ｎ＝１０）メタクリレート：１０重量％＋アクリルアミド
：３０重量％の反応物：１重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液３は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層３が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１４２】
（実施例４）
　実施例１において、下引き層１を下引き層４に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１４３】
・下引き層４の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液４を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層４を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層４は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層４は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液４＞
　下記組成からなる塗布液４を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
、９，９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）－９Ｈ－フルオレンからな
る水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・メチルメタクリレート：３０重量％＋２－イソプロペニル－２－オキサゾリン：３０重
量％＋ポリエチレンオキシド（ｎ＝１０）メタクリレート：１０重量％＋アクリルアミド
：３０重量％の反応物：１重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液４は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層４が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１４４】
（実施例５）
　実施例４において、インク１をインク２に代えたこと以外は、実施例４と同様にして透
明導電体を得た。
【０１４５】
・インク２の調製
　下記組成からなるインク２を調製した。
・銀ナノ粒子の水分散液１（銀ナノ粒子：４０重量％）：１．７５重量％
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・水系ポリエステル樹脂：３重量％
・ジエチレングリコールモノブチルエーテル：２０重量％
・シリコン系界面活性剤（ビックケミー製「ＢＹＫ－３４８」）：０．０１重量％
・純水：残部
【０１４６】
（実施例６）
　実施例１において、下引き層１を下引き層７に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１４７】
・下引き層７の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液７を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層７を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層７は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層７は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液７＞
　下記組成からなる塗布液７を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液７は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層７が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１４８】
（実施例７）
　実施例１において、下引き層１を下引き層８に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１４９】
・下引き層８の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液８を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層７を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層８は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層８は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液８＞
　下記組成からなる塗布液８を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液８は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層８が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１５０】
（実施例８）
　実施例１において、下引き層１を下引き層９に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１５１】
・下引き層９の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液９を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層９を形成した。基材の一方
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の面に形成した下引き層９は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層９は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液９＞
　下記組成からなる塗布液９を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液９は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層７が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１５２】
（比較例１）
　実施例１において、下引き層１を下引き層５に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１５３】
・下引き層５の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液５を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層５を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層５は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層５は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液５＞
　下記組成からなる塗布液５を調製した。
・ジカルボン酸成分として５Ｎａ－スルホイソフタル酸、テレフタル酸、１，４－シクロ
ヘキサンジカルボン酸、ジオール成分としてエチレングリコール、ジエチレングリコール
からなる水系ポリエステル樹脂：１０重量％
・界面活性剤（ポリエキシエチレンラウリルエーテル）：０．１重量％
・水：残部
　塗布液５は、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、下引き層５が表１に
示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となるようにした。
【０１５４】
（比較例２）
　実施例１において、下引き層１を下引き層６に代えたこと以外は、実施例１と同様にし
て透明導電体を得た。
【０１５５】
・下引き層６の形成
　実施例１と同様の基材の両面に、下記塗布液６を、湿潤膜厚で３μｍになるようにワイ
ヤーバーで塗布し、その後１００℃で３分乾燥させて下引き層６を形成した。基材の一方
の面に形成した下引き層６は、導電性細線パターンの下地を成すものであり、他方の面に
形成した下引き層６は、クリアハードコート層の下地を成すものである。
＜塗布液６＞
　塗布液６は、塗布液５において、ポリエステルのモノマー組成を調整することにより、
下引き層６が表１に示す表面エネルギー、極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの値となる
ようにした。
【０１５６】
＜評価方法＞
１．密着性の評価
　メッキ後の導電性細線パターン形成面に、ニチバン社製セロテープ（登録商標）を貼り
つけ、垂直方向に素早く剥がした。剥がした後のセロテープ表面及び導電性細線パターン
の残存率を観察し、下記評価基準で密着性を評価した。
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（評価基準）
ＡＡ：導電性細線に剥がれが全く発生せず、セロテープにも転写がない。
Ａ：剥離したセロテープの一部に導電性細線から転写されたものが観察されるが、導電性
細線に剥がれは見られない。
Ｂ：剥離したセロテープの全面に導電性細線から転写されたものが観察されるが、導電性
細線に剥がれは見られない。
Ｃ：導電性細線の剥がれが僅かに発生している。
Ｄ：導電性細線の剥がれが大きく発生している。
【０１５７】
２．細線幅の測定
　光学顕微鏡を用いてメッキ後の導電性細線パターンを構成する細線の幅を測定した。任
意の１０点を測定し、平均値を求めた。
　なお、比較例１、２では、乾燥時にライン状液体の縁が固定化されずに変動した結果、
細線が生成されなかった。即ち、ライン状液体の形成幅全体に亘って導電材料が分散した
状態となった。
【０１５８】
３．干渉むら防止性の評価
　クリアハードコート層が設けられた透明導電体を目視で評価し、虹むらの発生状態を観
察し、下記の評価基準で干渉むら防止性を評価した。
（評価基準）
Ａ：虹むらの発生がない
Ｂ：虹むらがわずかに観察されるが実用上問題ない
Ｃ：虹むらが強く観察される
【０１５９】
　以上の評価結果を表１に示す。
【０１６０】
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【表１】

【０１６１】
＜評価＞
　表１より、表面エネルギーが４０ｍＮ／ｍ以上６５ｍＮ／ｍ未満で、表面エネルギーの
極性成分γＰ、水素結合性成分γＨの比率が０．０５＜（γＰ／γＨ）＜２である下引き
層を形成した実施例１～８は、比較例１、２と比較して、導電性細線パターンを安定に細
線化でき、且つ該導電性細線パターンを密着性よく基材上に保持できることがわかる。
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【０１６２】
　また、（γＰ／γＨ）比が比較的大きい実施例６～８との対比で、（γＰ／γＨ）比が
比較的小さい実施例１～８では、導電性細線パターンを更に安定に細線化できていること
がわかる。
【０１６３】
　特に実施例２～５より、下引き層にポリエステル樹脂を含むことにより、導電性細線パ
ターンを更に安定に細線化できることがわかる。
【０１６４】
　特に実施例３～５より、下引き層にポリエステル樹脂と、オキサゾリン基及びポリアル
キレンオキシド鎖を有するアクリル樹脂とを含むことにより、導電性細線パターンを更に
密着性よく基材上に保持できることがわかる。
【０１６５】
　特に実施例４、５より、ポリエステル樹脂のジオールとして、フルオレン骨格を有する
ものを用いることにより、クリアハードコート層による干渉むらを更に防止できることが
わかる。
【０１６６】
　特に実施例５より、導電性細線中にバインダー成分（ここでは、インク由来の樹脂）を
含有することにより、導電性細線パターンを更に密着性よく基材上に保持できることがわ
かる。
【符号の説明】
【０１６７】
　１：基材
　２：下引き層
　３：導電性細線パターン（平行線パターン）
　　３０：薄膜部
　　３１、３２：細線
　４：線分（ライン状液体）
　　４１、４２：接触線（縁）
　５：クリアハードコート層
　６：下引き層
　７：透明導電膜
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【国際調査報告】
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