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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透明基材の長手方向に線が切れ目なく連
続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁波シールド材ロ
ール体であって、
　前記金属メッシュパターンは、現像銀が発現する写真製法により生成されてなる、前記
透明基材の送りが連続送りであり、前記透明基材への光の照射が断続することなく連続し
て露光することができ、かつ、線が切れ目なく連続したメッシュパターンを形成できる連
続露光装置を用いて露光マスクをとおして露光し、次いで現像することにより形成された
現像銀メッシュパターンと、その上に、ロールｔｏロールで無電解メッキを連続して行う
装置を用いて形成された、無電解銅メッキ層及び／又は無電解ニッケルメッキ層からなる
金属メッキ層とを有し、かつ前記金属メッシュパターンは、前記透明基材の長手方向にメ
ッシュパターンを構成する線が切れ目なく連続した金属メッシュパターンであって、前記
金属メッシュパターンの凹凸部に透明樹脂層が埋め込まれていることを特徴とする電磁波
シールド材ロール体。
【請求項２】
　前記透明樹脂層の上に防汚層が積層されていることを特徴とする請求項１に記載の電磁
波シールド材ロール体。
【請求項３】
　前記透明樹脂層と防汚層との間にハードコート層が積層されていることを特徴とする請
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求項２に記載の電磁波シールド材ロール体。
【請求項４】
　前記透明樹脂層の中に紫外線吸収剤が含まれていることを特徴とする請求項１ないし３
のいずれかに記載の電磁波シールド材ロール体。
【請求項５】
　前記金属メッシュパターンが透明基材の一方の面に設けられ、かつ該透明基材の他方の
面に粘着剤層が設けられていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の電
磁波シールド材ロール体。
【請求項６】
　前記現像銀メッシュパターンは、露光した部分に現像銀が発現するネガ型の現像方法に
より生成されたものであることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の電磁波
シールド材ロール体。
【請求項７】
　前記現像銀メッシュパターンは、露光しない部分に現像銀が発現するポジ型の現像方法
により生成されたものであることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の電磁
波シールド材ロール体。
【請求項８】
　長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透明基材の長手方向に線が切れ目なく連
続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁波シールド材ロ
ール体の製造方法であって、
　露光及び現像によって金属銀を析出する物質を含む層が設けられた透明基材を、前記透
明基材の送りが連続送りであり、前記透明基材への光の照射が断続することなく連続して
露光することができ、かつ、線が切れ目なく連続したメッシュパターンを形成できる連続
露光装置を用いて露光マスクをとおして露光し、次いで現像することにより、前記透明基
材の長手方向に、メッシュパターンを構成する線が切れ目なく連続した現像銀メッシュパ
ターンが生成された原反ロールを製造する工程と、
　当該現像銀メッシュパターンが設けられた透明基材を前記原反ロールから連続的に繰り
出したのち、前記現像銀メッシュパターンの上に、ロールｔｏロールで無電解メッキを連
続して行う装置を用いて、銅及び／又はニッケルを無電解メッキすることにより金属メッ
キ層を形成し、再び巻き取ってロール体とする工程と、
　前記金属メッシュパターンが形成された透明基材を連続的に繰り出し、前記金属メッシ
ュパターンの凹凸部に透明樹脂層を埋め込む透明樹脂埋め込み工程と、
を少なくとも含むことを特徴とする電磁波シールド材ロール体の製造方法。
【請求項９】
　長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透明基材の長手方向に線が切れ目なく連
続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁波シールド材ロ
ール体の製造方法であって、
　露光及び現像によって金属銀を析出する物質を含む層が設けられた透明基材を連続的に
繰り出し、該透明基材に、前記透明基材の送りが連続送りであり、前記透明基材への光の
照射が断続することなく連続して露光することができ、かつ、線が切れ目なく連続したメ
ッシュパターンを形成できる連続露光装置を用いて露光マスクをとおして露光し、次いで
現像することにより、前記透明基材の長手方向に、メッシュパターンを構成する線が切れ
目なく連続した現像銀メッシュパターンを生成し、引き続いて、前記現像銀メッシュパタ
ーンの上に、ロールｔｏロールで無電解メッキを連続して行う装置を用いて、銅及び／又
はニッケルを無電解メッキすることにより金属メッキ層を形成したのち、再び巻き取って
ロール体とする工程と、
　前記金属メッシュパターンが形成された透明基材を連続的に繰り出し、前記金属メッシ
ュパターンの凹凸部に透明樹脂層を埋め込む透明樹脂埋め込み工程と、
を少なくとも含むことを特徴とする電磁波シールド材ロール体の製造方法。
【請求項１０】
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　前記現像銀メッシュパターンの生成は、露光した部分に現像銀が発現するネガ型の現像
方法により行うことを特徴とする請求項８または９に記載の電磁波シールド材ロール体の
製造方法。
【請求項１１】
　前記現像銀メッシュパターンの生成は、露光しない部分に現像銀が発現するポジ型の現
像方法により行うことを特徴とする請求項８または９に記載の電磁波シールド材ロール体
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁波シールド材及びその製造方法に関し、さらに詳細には、主に大型建築
物の窓ガラスや自動車の窓ガラスなどの屋外側に貼り付けて使用するための連続ロールシ
ート状態で供給される電磁波シールド材ロール体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種の電子機器から発生する電磁波が人体に悪影響を与えたり、周囲の電子機器
を誤動作させることが問題とされるようになり、さらには、無線ＬＡＮの普及により建物
内の通信データが建物の外部に漏洩して傍受されるのを防止する必要が生じており、電磁
波シールドの対策がますます重要視されつつある。
【０００３】
　従来、電子機器から発生する電磁波が外部に漏洩して人体への悪影響を防ぐという要求
に対して、種々の透明導電性フィルムおよび電磁波シールドフィルムが開発されている。
公知の電磁波シールド材は、大きくは、透明導電膜による電磁波シールド材と、導電性の
金属メッシュによる電磁波シールド材の２つに区分される。このうち、透明導電膜による
電磁波シールド材は、金属メッシュによる電磁波シールド材に比べて透明性に優れる反面
、表面抵抗率が大きく、電磁波シールド性能に劣る。このため高度な電磁波シールド性能
が必要とされる用途では、金属メッシュによる電磁波シールド材が好ましい。
【０００４】
　さらに、導電性の金属メッシュによる電磁波シールド材の作製方法としては、下記の（
１）～（３）に示す方法が挙げられる。
（１）透明基材に金属箔を貼り合わせ、または透明基材に金属の薄膜を蒸着した後、フォ
トリソグラフ法により導電性金属パターンを形成するエッチング法（例えば、特許文献１
参照）。
（２）透明基材の上に導電性の金属ペーストをメッシュパターンに印刷した後にメッキし
て導電性金属パターンを形成する印刷－メッキ法（例えば、特許文献２参照）。
（３）細線パターンを写真製法により現像された金属銀で形成した後、この金属銀を物理
現像および／またはメッキすることにより導電性金属パターンを形成する写真銀－メッキ
法（例えば、特許文献３および特許文献４参照）。
【０００５】
　そして、写真製法により金属銀でメッシュパターンを形成する方法には、下記の（ａ）
、（ｂ）に示す２通りがある。
【０００６】
（ａ）支持体上に設けられた銀塩を含有する銀塩含有層を露光し、現像処理することによ
り金属銀部と光透過性部とを形成し、さらに前記金属銀部を物理現像及び／又はメッキ処
理することにより前記金属銀部に導電性金属粒子を担持させた導電性金属部を形成する方
法（例えば、特許文献３参照）。この方法は、露光マスクに覆われて露光されなかった部
分には現像銀は発現せず、露光マスクに覆われていなくて露光された部分に現像銀が発現
する、したがって、露光マスクと比較して反転した形に現像銀が表れるネガ型の露光・現
像法である。
【０００７】
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（ｂ）透明基材上に、物理現像核層とハロゲン化銀乳剤層とをこの順で有する感光材料を
露光し、物理現像核上に任意の細線パターンで金属銀を析出させ、次いで前記物理現像核
上に設けられた層を除去した後、前記物理現像された金属銀を触媒核として金属をめっき
する方法（例えば、特許文献４参照）。この方法は、露光マスクに覆われて露光されなか
った部分には現像銀が発現し、露光マスクに覆われていなくて露光された部分には現像銀
が発現しない、したがって、露光マスクと同じ形に現像銀が表れるポジ型の露光・現像法
（銀錯塩拡散転写法、以降ＤＴＲ法と称す。）である。
【０００８】
　また、特許文献５には、建築物の窓ガラス、列車や自動車の窓ガラスなどに貼り付ける
電磁波シールド材に関して、フォトレジスト法を用いて、基体に接着剤層を介して積層し
た金属箔をエッチングすることによりメッシュを作製する方法が記載されている。
【特許文献１】特開平１０－０７５０８７号公報
【特許文献２】特開平１１－１７０４２０号公報
【特許文献３】特開２００４－２２１５６４号公報
【特許文献４】国際公開ＷＯ２００４／００７８１０号パンフレット
【特許文献５】特開２００２－１９０６９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記（１）のエッチング法においては、エッチングにより細線部分となるほんのわずか
な部分のみを残し、それ以外のほとんど大部分の金属を溶解除去するのは資源を節減する
という観点から問題である。また、市販されている金属箔の最大規格寸法幅が約６００ｍ
ｍ以下であるから、金属箔を貼り合わせる方法ではこれ以上の寸法幅が広い電磁波シール
ド材は製造できない。また、金属の薄膜を蒸着する場合は、膨大な設備費が必要となるこ
とから簡単に製造を行うことができないという問題があった。
　上記（２）の印刷－メッキ法においては、メッシュパターンの線幅を３０μｍ以下にす
るのが困難であり、また、透明基材とメッシュパターンの密着性が悪く剥がれ易いという
問題があった。
【００１０】
　上記（３）の写真銀－メッキ法においては、高い電磁波シールド性が得られ、また、透
明基材の寸法に制約を受けることが無く、ロールｔｏロールで製造でき非常に生産性が高
いことから好ましい製造方法である。
【００１１】
　ところで、従来の電磁波シールド材の用途としては、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパ
ネル）から発生する電磁波をシールドするために、ＰＤＰの光学フィルターの中に組み込
まれる電磁波シールドフィルムが主要なものである。このような比較的に小型の機器を対
象としたものでは、一台当たりに使用する電磁波シールドフィルムの面積は狭くなってし
まう。また、ＰＤＰ用等の電磁波シールドフィルムは、ＰＤＰの画面サイズのメッシュパ
ターンをロールシート面上に一定間隔で間欠的に不連続に製造しており、ロールシート面
上に切れ目のない連続したメッシュパターンからなる電磁波シールド材を製造することは
知られていなかった。
【００１２】
　また、特許文献５には、金属箔メッシュによる建築物の窓ガラス、列車や自動車の窓ガ
ラスなどに貼り付けて用いる電磁波シールド材が開示されている。この文献には、フォト
レジスト法を用いて金属箔をエッチングすることにより金属箔メッシュを作製するという
一般的な技術が開示されているが、切れ目のない長尺の連続メッシュパターンを製造する
ことに係わる技術に関しては、何ら開示も示唆もされていない。
【００１３】
　大型建築物では、窓ガラスを保持する機構を窓ガラスの屋内側に備えている場合があり
、このような場合には屋外側から窓ガラスに電磁波シールド材を貼り付ける必要がある。
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このため、耐候性があって大型建築物の窓ガラスなどの屋外側に貼り付けて使用するため
の切れ目のない連続メッシュパターンが形成された連続ロールシート状態で供給される電
磁波シールド材を安価に提供できる技術が求められていた。
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、従来の製造方法では対応できない、
耐候性があって大型建築物の窓ガラスなどの屋外側に貼り付けて使用するための連続ロー
ルシート状態で供給される電磁波シールド材及びその製造方法を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記課題を解決するため、本発明は、長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透
明基材の長手方向に線が切れ目なく連続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの
状態で供給される電磁波シールド材ロール体であって、前記金属メッシュパターンは、現
像銀が発現する写真製法により生成されてなる、前記透明基材の送りが連続送りであり、
前記透明基材への光の照射が断続することなく連続して露光することができ、かつ、線が
切れ目なく連続したメッシュパターンを形成できる連続露光装置を用いて露光マスクをと
おして露光し、次いで現像することにより形成された現像銀メッシュパターンと、その上
に、ロールｔｏロールで無電解メッキを連続して行う装置を用いて形成された、無電解銅
メッキ層及び／又は無電解ニッケルメッキ層からなる金属メッキ層とを有し、かつ前記金
属メッシュパターンは、前記透明基材の長手方向に線が切れ目なく連続した金属メッシュ
パターンであって、前記金属メッシュパターンの凹凸部に透明樹脂層が埋め込まれている
ことを特徴とする電磁波シールド材ロール体を提供する。
【００１６】
　本発明の電磁波シールド材ロール体においては、前記透明樹脂層の上には防汚層が積層
されていることが好ましい。また、前記透明樹脂層と防汚層との間にハードコート層を積
層することもできる。また、前記透明樹脂層の中に紫外線吸収剤を含有した構成とするこ
ともできる。前記金属メッシュパターンを透明基材の一方の面に設け、かつ該透明基材の
他方の面に粘着剤層を設けた構成とすることもできる。
　前記現像銀メッシュパターンとしては、露光した部分に現像銀が発現するネガ型の現像
方法により生成されたもの、露光しない部分に現像銀が発現するポジ型の現像方法により
生成されたもののいずれを採用することも可能である。
【００１８】
　また本発明は、長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透明基材の長手方向に線
が切れ目なく連続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁
波シールド材ロール体の製造方法であって、露光及び現像によって金属銀を析出する物質
を含む層が設けられた透明基材を、前記透明基材の送りが連続送りであり、前記透明基材
への光の照射が断続することなく連続して露光することができ、かつ、線が切れ目なく連
続したメッシュパターンを形成できる連続露光装置を用いて露光マスクをとおして露光し
、次いで現像することにより、前記透明基材の長手方向に、メッシュパターンを構成する
線が切れ目なく連続した現像銀メッシュパターンが生成された原反ロールを製造する工程
と、当該現像銀メッシュパターンが設けられた透明基材を前記原反ロールから連続的に繰
り出したのち、前記現像銀メッシュパターンの上に、ロールｔｏロールで無電解メッキを
連続して行う装置を用いて、銅及び／又はニッケルを無電解メッキすることにより金属メ
ッキ層を形成し、再び巻き取ってロール体とする工程と、前記金属メッシュパターンが形
成された透明基材を連続的に繰り出し、前記金属メッシュパターンの凹凸部に透明樹脂層
を埋め込む透明樹脂埋め込み工程と、を有することを特徴とする電磁波シールド材ロール
体の製造方法を提供する。
【００１９】
　また本発明は、長尺の透明基材の少なくとも一方の面に、前記透明基材の長手方向に線
が切れ目なく連続した金属メッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁
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波シールド材ロール体の製造方法であって、露光及び現像によって金属銀を析出する物質
を含む層が設けられた透明基材を連続的に繰り出し、該透明基材に、前記透明基材の送り
が連続送りであり、前記透明基材への光の照射が断続することなく連続して露光すること
ができ、かつ、線が切れ目なく連続したメッシュパターンを形成できる連続露光装置を用
いて露光マスクをとおして露光し、次いで現像することにより、前記透明基材の長手方向
に、メッシュパターンを構成する線が切れ目なく連続した現像銀メッシュパターンを生成
し、引き続いて、前記現像銀メッシュパターンの上に、ロールｔｏロールで無電解メッキ
を連続して行う装置を用いて、銅及び／又はニッケルを無電解メッキすることにより金属
メッキ層を形成したのち、再び巻き取ってロール体とする工程と、前記金属メッシュパタ
ーンが形成された透明基材を連続的に繰り出し、前記金属メッシュパターンの凹凸部に透
明樹脂層を埋め込む透明樹脂埋め込み工程と、を有することを特徴とする電磁波シールド
材ロール体の製造方法を提供する。
【００２０】
　前記現像銀メッシュパターンの生成は、露光した部分に現像銀が発現するネガ型の現像
方法、露光しない部分に現像銀が発現するポジ型の現像方法のいずれによっても行うこと
ができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、耐候性があって大型建築物の窓ガラスなどの屋外側に貼り付けて使用
するための切れ目のない連続メッシュパターンが形成された連続ロールシート状態で供給
される電磁波シールド材ロール体及びその製造方法を提供することができる。また、本発
明によれば、ロールｔｏロールで電磁波シールド材を連続製造して供給することができる
ので、製造コストを大幅に低減することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の電磁波シールド材ロール体は、長尺の透明基材の少なくとも一方の面に金属メ
ッシュパターンが設けられ、ロールの状態で供給される電磁波シールド材であって、前記
金属メッシュパターンは、写真製法により生成された現像銀メッシュパターンとその上に
無電解銅メッキ層及び／又は無電解ニッケルメッキ層からなる金属メッキ層とを有し、か
つ前記金属メッシュパターンは、前記透明基材の長手方向に切れ目のない連続したパター
ンであって、前記金属メッシュパターンの凹凸部に透明樹脂層が埋め込まれていることを
特徴とする。
　このような電磁波シールド材ロール体を製造する方法としては、特に限定されるもので
はないが、例えば、露光及び現像によって金属銀を析出する物質を含む層が長尺の透明基
材の少なくとも一方の面に設けられた基材を用意して、この基材を露光し、次いで現像す
ることにより、前記透明基材の長手方向に切れ目のない連続した現像銀メッシュパターン
を生成する工程と、前記現像銀メッシュパターンの上に銅及び／又はニッケルを無電解メ
ッキすることにより金属メッキ層を形成するメッキ工程と、前記金属メッシュパターンの
凹凸部に透明樹脂層を埋め込む透明樹脂埋め込み工程と、を少なくとも含む製造方法によ
って製造することができる。
　さらに本発明を詳しくするため、以下、本発明の電磁波シールド材ロール体及びその製
造方法の最良の形態に基づき、図面を参照して本発明を説明する。
【００２３】
　図１は、本発明において、ロールｔｏロールで露光・現像に引き続いて無電解メッキを
連続して行う装置の一例を示す概略図である。図２は、本発明において、ロールｔｏロー
ルで無電解メッキを行う装置の一例を示す概略図である。図３（ａ）は本発明の電磁波シ
ールド材ロール体におけるメッシュパターンの配置の一例を示す部分平面図、図３（ｂ）
は、電磁波シールド材の層構成の一例を示す断面図、図３（ｃ）は、電磁波シールド材の
層構成の別の一例を示す断面図である。図４は、本発明で用いられる連続露光装置の一例
を示す概略図である。図５は、本発明で用いられる連続露光装置の別の一例を示す概略図
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である。
【００２４】
（無電解メッキ工程）
　図１に示す電磁波シールド材製造装置１において、原反ロール２は、露光及び現像によ
って金属銀を析出する物質を含む層（詳しくは後述）を長尺の透明基材上に設けたロール
シート３をロール状に巻き取ったものである。原反ロール２から繰り出されたロールシー
ト３は、所要箇所に配置された移送ロール４、４、４、…により、同図の左から右に移送
される。ロールシート３は、まず、連続露光装置５に移送されて所定のマスクパターンで
焼き付けられる（露光される）。ここで、連続露光装置５とは、詳しくは後述するが、透
明基材を連続送りにて移送しながら露光を行う装置である。
【００２５】
　次に、露光されたロールシート３は、現像装置６に移送されて、写真現像された現像銀
がメッシュパターン形状に定着される。次に、水洗浄槽７に通されて洗浄され、不要な異
物や汚染物が除去された後、メッキ工程を行うため無電解メッキ槽８に移送される。
【００２６】
　無電解メッキ槽８では、無電解メッキ液９を通して無電解メッキが行われ、ロールシー
ト３の表面の現像銀メッシュパターン上に無電解メッキ層が析出する。無電解メッキ液９
の温度は、所定温度となるように温度調整器（図示せず）にて制御される。無電解メッキ
液９は、無電解メッキ槽８のロールシート３が通される隙間（スリット）から漏出して落
下しうる。このため、無電解メッキ槽８の下方には、漏出した無電解メッキ液９を受ける
受け槽１０が設置されており、受け槽１０に受け止められた無電解メッキ液９が循環ポン
プ１１及びフィルター１２を経て再び無電解メッキ槽８に再循環するように構成されてい
る。
【００２７】
　無電解メッキ槽８を出たロールシート３は、水洗浄槽１３で不要な無電解メッキ液９を
洗い落としてから乾燥器１４にて水切り乾燥され、再び巻き取られ、ロール形状の電磁波
シールド材ロール体１５が得られる。
　さらに、得られた電磁波シールド材ロール体１５を原反ロールとしてロールｔｏロール
の工程を必要回数分実施し、前記金属メッシュパターンが形成された透明基材を連続的に
繰り出し、前記金属メッシュパターンの凹凸部に透明樹脂層を埋め込む透明樹脂埋め込み
工程などを行うことにより、本発明の電磁波シールド材ロール体を得ることができる。
【００２８】
　本発明の電磁波シールド材ロール体は、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、長尺
の透明基材２１の少なくとも一方の面に金属メッシュパターン（電磁波シールド層）２２
を有する電磁波シールド材２０がロールの状態に巻き取られており、該金属メッシュパタ
ーン２２が、連続露光装置５と現像装置６とを用いた写真製法により生成された現像銀メ
ッシュパターン２３と、その上に無電解メッキ槽８を用いて生成された金属メッキ層２４
とを有し、さらに金属メッシュパターン２２は、透明基材２１の長手方向に切れ目のない
連続したパターンであって、金属メッシュパターン２２の凹凸部に透明樹脂層２５が埋め
込まれている。金属メッキ層２４の層数が一層である場合、この金属メッキ層２４は、無
電解銅メッキ層又は無電解ニッケルメッキ層であることが好ましい。
【００２９】
　ここで透明樹脂層２５は、透明基材２１上に設けた金属メッシュパターン２２による凹
凸を平坦化するために設けられた透明な樹脂層である。金属メッシュパターン２２の厚み
は０．５μｍ～１５μｍあり、この金属メッシュパターン２２による透明基材２１との凹
凸により金属メッシュパターン２２の上面に例えば反射防止剤を直接塗布すると、塗りム
ラが発生しやすくなる。また、反射防止フィルムを直接ラミネートする場合でも気泡が発
生しやすくなる。塗りムラや気泡ができると、反射防止効果の低下を招くことになる。そ
こで透明樹脂層２５は、金属メッシュパターン２２と透明基材２１との凹凸を平坦化し、
これらの不具合を防止するために設けられている。また、透明樹脂層２５には金属酸化物
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を含有させることが好ましい。この金属酸化物は透明樹脂層２５の透明性を低下させない
ため、透明性に優れ、高い屈折率を有するものであるとよい。高い屈折率を必要とするの
は、透明樹脂層２５の上面に設ける屈折率の低い層との組み合わせにより、より高い反射
防止効果を得るためである。なお、この透明樹脂層２５の屈折率は１．７以上であるとよ
い。また、このような条件を満たす金属酸化物の例として、酸化チタン、酸化ケイ素、酸
化亜鉛などがある。
【００３０】
　前記透明樹脂層２５の上には、防汚層２７を積層することが好ましい。本発明における
防汚層２７は、電磁波シールド材２０の保護膜的な効果を狙うもので、外的要因により汚
れた表面を清掃することで反射防止効果を常に保つことができるものである。この防汚層
２７の形成材料としては、撥水性および／または撥油性であることにより、それより下に
ある層の表面を保護し、さらに防汚性を高めるものであり、要求性能を満たすものであれ
ば、いかなる材料であっても制限されるものではないが、電磁波シールド材を窓ガラスに
貼り付けたときに充分な透明性を確保でき、反射防止特性を損なわないことが必要である
。このような防汚性処理剤としては、例えば、アクリル系やフッ素系の処理剤が挙げられ
、フルオロアルキル基含有樹脂やフルオロカーボンやフルオロシラン等、あるいはこれら
の化合物等が好ましい。また指紋拭き取り性には、メチル基を導入した化合物も適してい
る。前記防汚層２７の形成方法としては適用材料に応じて、真空蒸着法、スパッタリング
法、イオンプレーティング法、プラズマＣＶＤ法、プラズマ重合やロールコート法、スプ
レーコート法、ディップコート法等各種コーティング法を用いることができる。
【００３１】
　さらに透明樹脂層２５の中には、紫外線吸収剤を含有させることが好ましい。紫外線吸
収剤としては合成樹脂用紫外線吸収剤として通常使用されているようなベンゾトリアゾー
ル系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、フェニ
ルトリアジン系紫外線吸収剤、シアノアクリレート系紫外線吸収剤などを好適に使用する
ことができる。具体的化合物としては、たとえば以下に示すような化合物が挙げられる。
　ベンゾトリアゾール系：オクチル－３－［３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル
）－５－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロピオネート、２－（２－ヒドロキシ
－３，５－ジ－ｔ－ペンチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－５
－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（５－ｔ－ブチル－２－ヒドロキシフェニ
ル）ベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ベ
ンゾトリアゾール、２－（３－ｔ－ブチル－２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）－５
－クロロベンゾトリアゾール、２－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－２－ヒドロキシフェニル
）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－［２－ヒドロキシ－５－（２－アクリロイルオ
キシエチル）フェニル］ベンゾトリアゾール、２－ヒドロキシ－３－メタクリロイルオキ
シプロピル－３－［３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒドロキシ－５
－ｔ－ブチルフェニル］プロピオネート、など。
　ベンゾフェノン系：２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メト
キシベンゾフェノン、２，２′－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２′
－ジヒドロキシ－４，４′－ジメトキシベンゾフェノン、２，２′，４，４′－テトラヒ
ドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－オクトキシベンゾフェノン、など。
　サリチル酸系：ｐ－ｔ－ブチルフェニルサリチレート、フェニルサリチレート、ｐ－オ
クチルフェニルサリチレート、など。
　フェニルトリアジン系：２－［４－（２－ヒドロキシ－３－ドデシルオキシプロピルオ
キシ）－２－ヒドロキシフェニル］－４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，
３，５－トリアジン、など。
　シアノアクリレート系：２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸エチル、２－シア
ノ－３，３－ジフェニルアクリル酸２－エチルヘキシル、など。
【００３２】
　さらに透明樹脂層２５と防汚層２７との間にハードコート層２６を積層することが好ま
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しい。ハードコート層２６としては、ポリシラザンを紫外線の照射により硬化させた緻密
なシリカ層、テトラアルコキシシラン類の完全加水分解により生成する無機シリカ層、ア
ルキル基等の非加水分解性基を有するアルコキシシラン類を部分又は完全加水分解させる
ことにより生成するポリオルガノシロキサン層、（メタ）アクリレートやアクリルウレタ
ンに代表される活性エネルギー線硬化性化合物を硬化させた層などが挙げられる。
【００３３】
　さらに電磁波シールド材２０を窓ガラスの屋外側に貼着する場合には、透明基材２１の
一方の面のみに金属メッシュパターン２２を設け、他方の面に粘着剤層２８を設けること
が好ましい。粘着剤層２８を形成する粘着剤としては、一般に粘着テープやシール等に使
用されている公知の粘着剤を使用しうる。たとえば天然ゴム系、合成ゴム系、アクリル系
、ポリビニルエーテル系、ウレタン系、シリコーン系等が挙げられる。これら粘着剤は、
１種単独で、または２種以上を組合せて用いることができる。粘着剤には、さらに必要に
応じて粘着付与剤、充填剤、軟化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、架橋剤等を配合するこ
とができる。この粘着剤層２８の厚さは、通常５～１００μｍ、好ましくは１０～５０μ
ｍの範囲である。また、この粘着剤層２８を保護するために設けられる剥離シート（図示
略）としては、例えばグラシン紙、コート紙、ラミネート紙などの紙および各種プラスチ
ックフィルムに、シリコーン樹脂などの剥離剤を塗付したものなどが挙げられる。この剥
離シートの厚さについては特に制限はないが、通常２０～１５０μｍ程度である。
【００３４】
　また、メッキ工程において、無電解メッキ槽８及び水洗浄槽１３を複数組（２組以上）
繰り返して設置し、１回のロールｔｏロールの処理の間に無電解メッキを複数回行うこと
により、図３（ｃ）に示すように、金属メッシュパターン２２が、現像銀メッシュパター
ン２３と、その上に２層またはそれ以上の層数の金属メッキ層２４ａ、２４ｂが積層され
た電磁波シールド材２０を得ることもできる。複数の金属メッキ層２４ａ、２４ｂを構成
する金属の組み合わせは特に限定されないが、例えば、現像銀メッシュパターン２３の直
上に設けられる金属メッキ層２４ａとして無電解銅メッキ層、さらにその上に設けられる
金属メッキ層２４ｂとして無電解ニッケルメッキ層を有する構成が挙げられる。
【００３５】
　図１の構成によれば、１回のロールｔｏロール処理の間に、写真製法による現像銀メッ
シュパターンの生成（露光・現像工程）と無電解メッキ層の形成（メッキ工程）とを引き
続いて連続的に実施することができ、処理速度の一層の向上、低コスト化を図ることがで
きる。本形態例において、写真製法による現像銀メッシュパターンの生成後、透明基材の
表面が湿潤した状態を保持したまま引き続いてメッキ工程を行うことが好ましい。この場
合、微小気泡が現像銀のメッシュパターン表面に付着してメッキ液との接触を妨害してメ
ッキ不良の原因となるのを減少させることができる。
【００３６】
　また、図２に示す電磁波シールド材製造装置１Ａは、長尺の透明基材の少なくとも一方
の面に、写真製法により露光・現像されて現像銀がメッシュパターン形状に定着されてい
る原反ロール２Ａからロールシート３を繰り出し、連続的に無電解メッキを行う装置であ
る。図２に示す電磁波シールド材製造装置１Ａにおいて、ロールシート３は、ロール状に
巻き取られた原反ロール２Ａから、所要箇所に配置された移送ロール４、４、４、…によ
り、同図の左から右に移送される。ロールシート３は、まず、水洗浄槽７に通されて洗浄
され、不要な異物や汚染物が除去される。次に、メッキ工程を行うため無電解メッキ槽８
に移送される。
　図２の電磁波シールド材製造装置１Ａにおいて、無電解メッキ槽８から電磁波シールド
材ロール体１５までの構成は、図１に示す電磁波シールド材製造装置１と同様であり、こ
の製造装置１Ａを用いることによっても図３に示す構成の電磁波シールド材２０を製造す
ることができるので、重複する説明を省略する。
【００３７】
（透明基材）
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　本発明に使用される透明基材２１としては、可視領域で透明性を有し、一般に全光線透
過率が９０％以上のものが好ましい。中でも、フレキシブル性を有する樹脂フィルムは、
取扱い性が優れている点で、好適に用いられる。透明基材２１に使用される透明樹脂フィ
ルムの具体例としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリエチレンナフタレ
ート（ＰＥＮ）等のポリエステル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フッ素樹脂、シリ
コーン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ジアセテート樹脂、トリアセテート樹脂、ポリアリ
レート樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスルフォン樹脂、ポリエーテルスルフォン樹脂、ポリ
イミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリオレフィン樹脂、環状ポリオレフィン樹脂等からなる
厚さ５０～３００μｍの単層フィルム又は前記透明樹脂からなる複数層の複合フィルムが
挙げられる。
【００３８】
（金属メッシュパターンの作製方法）
　本発明に適用できる導電性の金属メッシュの作製方法は、細線パターンを写真製法によ
り現像された金属銀で形成した後、この金属銀を物理現像および／またはメッキすること
により導電性金属パターンを形成する露光現像法によるものである。
　本発明に適用できる、この写真製法に基づく露光現像法には、上記のとおり、（ａ）露
光マスクに覆われていなくて露光された部分に現像銀が発現する、即ち、露光マスクと反
対の形に現像銀が表れるいわゆるネガ型の露光現像方法と、（ｂ）露光マスクに覆われて
露光されなかった部分には現像銀が発現する、即ち、露光マスクと同じ形に現像銀が表れ
るいわゆるポジ型の露光現像方法の２通りがある。本発明には、（ａ）ネガ型の露光・現
像方法と、（ｂ）ポジ型の露光・現像方法のいずれでも適用できる。
【００３９】
　以下、ポジ型の露光・現像方法（ＤＴＲ法）と無電解メッキ法を用いた金属メッシュパ
ターンの作製方法について説明する。ＤＴＲ法の場合、透明基材表面には、予め物理現像
核層が設けられていることが好ましい。物理現像核としては、重金属あるいはその硫化物
からなる微粒子（粒子サイズは１～数十ｎｍ程度）が用いられる。例えば、金、銀等のコ
ロイド、パラジウム、亜鉛等の水溶性塩と硫化物を混合した金属硫化物等が挙げられる。
これらの物理現像核の微粒子層は、真空蒸着法、カソードスパッタリング法、コーティン
グ法等によって透明基材上に設けることができる。生産効率の面からコーティング法が好
ましく用いられる。物理現像核層における物理現像核の含有量は、固形分で１平方メート
ル当たり０．１～１０ｍｇ程度が適当である。
【００４０】
　透明基材は、塩化ビニリデンやポリウレタン等のポリマーラテックス層の接着層を設け
ることができ、また接着層と物理現像核層との間にはゼラチン等の親水性バインダーから
なる中間層を設けることもできる。
【００４１】
　物理現像核層には、親水性バインダーを含有するのが好ましい。親水性バインダー量は
物理現像核に対して１０～３００質量％程度が好ましい。親水性バインダーとしては、ゼ
ラチン、アラビアゴム、セルロース、アルブミン、カゼイン、アルギン酸ナトリウム、各
種デンプン、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アク
リルアミドとビニルイミダゾールの共重合体等を用いることができる。物理現像核層には
親水性バインダーの架橋剤を含有することもできる。
【００４２】
　物理現像核層や前記中間層等の塗布には、例えばディップコーティング、スライドコー
ティング、カーテンコーティング、バーコーティング、エアーナイフコーティング、ロー
ルコーティング、グラビアコーティング、スプレーコーティングなどの塗布方式で塗布す
ることができる。本発明において物理現像核層は、上記したコーティング法によって、通
常連続した均一な層として設けることが好ましい。
【００４３】
　物理現像核層に金属銀を析出させるためのハロゲン化銀の供給は、透明基材上に物理現
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像核層とハロゲン化銀乳剤層をこの順に一体的に設ける方法、あるいは別の紙やプラスチ
ック樹脂フィルム等の基材上に設けられたハロゲン化銀乳剤層から可溶性銀錯塩を供給す
る方法がある。コスト及び生産効率の面からは前者の物理現像核層とハロゲン化銀乳剤層
を一体的に設けるのが好ましい。
【００４４】
　前記ハロゲン化銀乳剤は、ハロゲン化銀写真感光材料の一般的なハロゲン化銀乳剤の製
造方法に従って製造することができる。ハロゲン化銀乳剤は、通常、硝酸銀水溶液、塩化
ナトリウムや臭化ナトリウムのハロゲン水溶液をゼラチンの存在下で混合熟成することに
よって作られる。
　前記ハロゲン化銀乳剤層のハロゲン化銀組成は、塩化銀を８０モル％以上含有するのが
好ましく、特に９０モル％以上が塩化銀であることが好ましい。塩化銀含有率を高くする
ことによって形成された物理現像銀の導電性が向上する。
【００４５】
（露光方法）
　前記ハロゲン化銀乳剤層は、各種の光源に対して感光性を有している。電磁波シールド
材を作製するための１つの方法として、例えば網目状などの細線パターンの物理現像銀の
形成が挙げられる。この場合、ハロゲン化銀乳剤層は細線パターン状に露光されるが、露
光方法として、細線パターンの透過原稿とハロゲン化銀乳剤層を密着して露光する方法、
あるいは各種レーザー光を用いて走査露光する方法等がある。前者の密着露光は、ハロゲ
ン化銀の感光性は比較的低くても可能であるが、レーザー光を用いた走査露光の場合は比
較的高い感光性が要求される。従って、後者の露光方法を用いる場合は、ハロゲン化銀の
感光性を高めるために、ハロゲン化銀は化学増感あるいは増感色素による分光増感を施し
てもよい。化学増感としては、金化合物や銀化合物を用いた金属増感、硫黄化合物を用い
た硫黄増感、あるいはこれらの併用が挙げられる。好ましくは、金化合物と硫黄化合物を
併用した金－硫黄増感である。上記したレーザー光で露光する方法においては、４５０ｎ
ｍ以下の発振波長の持つレーザー光、例えば４００～４３０ｎｍに発振波長を有する青色
半導体レーザー（バイオレットレーザーダイオードともいう）を用いることによって、明
室下（明るいイエロー蛍光灯下）でも取り扱いが可能となる。
【００４６】
（露光装置）
　上記の露光方法による露光装置としては、枚葉式の露光マスク（フォトマスク）を用い
る枚葉処理方式の露光装置と、連続したパターンが形成できる連続露光装置とがある。枚
葉処理方式の露光装置は、所定のマスクパターンが形成された枚葉式の露光マスク（フォ
トマスク）を用いて、ロールシートを間欠送りで露光装置に送り、装置内を真空排気して
露光マスクと基材とを密着させて隙間を無くしてから、例えば紫外線で露光する。枚葉処
理方式の露光装置では、真空排気、露光、大気開放を間欠的に行うので処理速度は遅くな
るとともに、切れ目のない連続パターンを得ることができない。
【００４７】
　これに対して本発明では、図４、図５に例示するように、パターンを連続的に形成でき
る連続露光装置６０、７０を用いる。
　これらの連続露光装置６０、７０は、図１に示すように、ロールｔｏロールで露光・現
像工程とメッキ工程を引き続いて連続的に行う場合には、電磁波シールド材製造装置１に
組み込まれる連続露光装置５として、図４、図５に例示するような連続露光装置６０、７
０を用いることができる。また、図２に示すように、メッキ工程を行うロールｔｏロール
処理とは別に露光・現像工程を行う場合には、電磁波シールド材製造装置１Ａとは別に設
けられた装置により連続露光と現像を行い、前記原反ロール２Ａを製造する。
　なお、これら連続露光装置６０、７０を示す図面では、前記露光に用いる透明基材には
、図１に示す電磁波シールド材製造装置１を用いる場合と図２に示す電磁波シールド材製
造装置１Ａを用いる場合とで区別することなく、共通の符号６４、７４を付して説明する
ことにする。
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【００４８】
　図４に示す連続露光装置６０は、写真製法における露光に用いられる光を透過する材質
からなる円筒ドラム６１と、円筒ドラム６１の外周壁に設けられた露光マスク部分６２と
、円筒ドラム６１の内部に配設された露光用光源６３とを備え、円筒ドラム６１の内側の
光源６３から出射した光によって円筒ドラム６１に巻き付けられた透明基材６４を露光す
る装置である。この連続露光装置６０には、特定の照射方向に光を透過する開口部６６を
有する光源カバー６５を露光用光源６３の周囲に設けることができる。透明基材６４を露
光するパターンは、露光マスク部分６２の光を透過する部分のパターンによって決定され
る。円筒ドラム６１に対する露光マスク部分６２の配設は、例えば、円筒ドラム６１の外
周壁の表面（内面又は外面）に設けられ、あるいは外周壁の内部に挿入又は挟み込まれる
ことによって行われる。なお図４は、露光マスク部分６２を円筒ドラム６１の外周壁の外
面に設けた場合を例示した図面である。
【００４９】
　この連続露光装置６０では、円筒ドラム６１は、連続的に移送される透明基材６４と同
じ速度で回転しているので、透明基材６４の各部分が円筒ドラム６１に巻き付けられた箇
所において露光される間、透明基材６４に対する露光マスク部分６２のパターン（光を透
過する部分と遮光する部分のパターン）がずれることがなく、所要時間の露光を継続する
ことが可能である。露光装置に利用する光源６３としては、ハロゲン化銀乳剤層に含まれ
るハロゲン化銀乳剤の分光特性、感度により適宜選択することができるが、例えばタング
ステンランプ、紫外線ランプ、蛍光ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプ等を
利用することができる。露光の際、光源カバー６５は回転せず、開口部６６が常時一定の
方向（図４の右方向）を向いているので、透明基材６４が円筒ドラム６１の表面から離れ
ている部分では光源６３の光が光源カバー６５によって遮られる。すなわち、露光装置６
０の光源６３による透明基材６４の露光は、透明基材６４がその移送経路上において円筒
ドラム６１の表面に巻き付けられている一定の範囲６７内でなされるので、感光層の感度
に合わせて、露光の光量及び照射時間を制御することにより、最適な光量を確実に照射す
ることができる。
【００５０】
　一方、図５に示す連続露光装置７０は、円筒ドラム７１と、連続したパターンが形成さ
れた露光マスクフィルム７２と、前記円筒ドラム７１の外部に配設された露光用光源７３
とを備え、前記円筒ドラム７１に重ねて巻き付けられた透明基材７４及び前記露光マスク
フィルム７２に対して前記円筒ドラム７１の外側から光を照射し、透明基材７４を露光す
る装置である。
　露光マスクフィルム７２は、透明樹脂フィルムの上に、縮小露光によるフォトリソグラ
フ方法などの公知の方法にてマスクとなるメッシュパターンを形成し、透明基材７４と円
筒ドラム７１で重ね合わされて露光する。その後、露光マスクフィルム７２は、透明基材
７４から切離されて巻き取られ、繰り返しての使用に供される。
　光源７３が円筒ドラム７１の外部にある場合は、円筒ドラム７１の透明性について特に
限定はなく、不透明でもよい。
【００５１】
　この連続露光装置７０には、特定の照射方向に光を透過する開口部７６を有する光源カ
バー７５を露光用光源７３の周囲に設けることができ、これにより、光源７３による透明
基材７４の露光は、透明基材７４がその移送経路上において円筒ドラム７１の表面に巻き
付けられている一定の範囲７７内でなされるので、露光の光量及び照射時間の制御を確実
に行うことができる。ここで光源７３としては、上記の連続露光装置６０の光源６３と同
様のものを利用できるので、重複する説明を省略する。
【００５２】
　この連続露光装置７０は、重ね合わせた透明基材７４と露光マスクフィルム７２を、円
筒ドラム７１に巻きつけながら連続的に移送するので、両者に適度なテンションを与えな
がら移送が可能であり、移送速度の制御が容易であるとともに、透明基材７４の各部分が
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円筒ドラム７１に巻き付けられた箇所において露光される間、透明基材７４に対する露光
マスクフィルム７２のパターン（光を透過する部分と遮光する部分のパターン）がずれる
ことがなく、所要時間の露光を継続することが可能である。
　なお、上記に例示した連続露光装置６０、７０以外にも、例えば、重ね合わせた透明基
材と露光マスクフィルムを、直線状の経路に沿って連続的に搬送しながら光源を用いて連
続露光する装置などを用いることもできる。また、露光用の光源の個数は特に限定されず
、必要に応じて複数個（複数箇所に）設けても良い。
【００５３】
　連続露光装置６０、７０は、従来の枚葉処理方式の露光装置に比較して処理速度が速く
、かつ、切れ目のない連続したパターンが得られるという長所がある。本発明では、大型
建築物の窓ガラスなどの広い面積を覆うための幅広で連続ロールシート状態の電磁波シー
ルド材を製造するために、連続した切れ目のないメッシュパターンを形成する必要がある
ため、上記透明基材２１上に現像銀メッシュパターン２３を形成するとき、現像に先立つ
露光の際に、連続露光装置６０、７０を用いる。
【００５４】
　物理現像核層が設けられる透明基材上の任意の位置、たとえば接着層、中間層、物理現
像核層あるいはハロゲン化銀乳剤層、保護層、または支持体を挟んで設けられる裏塗り層
にハレーションないしイラジエーション防止用の染料もしくは顔料を含有させてもよい。
【００５５】
　物理現像核層の上に直接にあるいは中間層を介してハロゲン化銀乳剤層が塗設された感
光材料を用いて電磁波シールド材を作製する場合は、網目状パターンのような任意の細線
パターンの透過原稿と上記感光材料を密着して露光、あるいは、任意の細線パターンのデ
ジタル画像を各種レーザー光の出力機で上記感光材料に走査露光した後、可溶性銀錯塩形
成剤と還元剤の存在下でアルカリ液中で処理することにより銀錯塩拡散転写現像（ＤＴＲ
現像）が起こり、未露光部のハロゲン化銀が溶解されて銀錯塩となり、物理現像核上で還
元されて金属銀が析出して細線パターンの物理現像銀薄膜を得ることができる。露光され
た部分はハロゲン化銀乳剤層中で化学現像されて黒化銀となる。現像後、ハロゲン化銀乳
剤層及び中間層、あるいは必要に応じて設けられた保護層は水洗除去されて、細線パター
ンの物理現像銀薄膜が表面に露出する。
【００５６】
　ＤＴＲ現像後、物理現像核層の上に設けられたハロゲン化銀乳剤層等の除去方法は、水
洗除去あるいは剥離紙等に転写剥離する方法がある。水洗除去は、スクラビングローラ等
を用いて温水シャワーを噴射しながら除去する方法や温水をノズル等でジェット噴射しな
がら水の勢いで除去する方法がある。
【００５７】
　一方、物理現像核層が塗布された透明基材とは別の基材上に設けたハロゲン化銀乳剤層
から可溶性銀錯塩を供給する場合、前述と同様にハロゲン化銀乳剤層に露光を与えた後、
物理現像核層が塗布された透明基材と、ハロゲン化銀乳剤層が塗布された別の感光材料と
を、可溶性銀錯塩形成剤と還元剤の存在下でアルカリ液中で重ね合わせて密着し、アルカ
リ液中から取り出した後、数十秒～数分間経過した後に、両者を剥がすことによって、物
理現像核上に析出した細線パターンの物理現像銀薄膜が得られる。
【００５８】
　次に、銀錯塩拡散転写現像のために必要な可溶性銀錯塩形成剤、還元剤、及びアルカリ
液について説明する。可溶性銀錯塩形成剤は、ハロゲン化銀を溶解し可溶性の銀錯塩を形
成させる化合物であり、還元剤はこの可溶性銀錯塩を還元して物理現像核上に金属銀を析
出させるための化合物であり、これらの作用はアルカリ液中で行われる。
【００５９】
　本発明に用いられる可溶性銀錯塩形成剤としては、チオ硫酸ナトリウム、チオ硫酸アン
モニウムのようなチオ硫酸塩、チオシアン酸ナトリウム、チオシアン酸アンモニウムのよ
うなチオシアン酸塩、アルカノールアミン、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸水素カリウムのよ
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うな亜硫酸塩、Ｔ．Ｈ．ジェームス編のザ・セオリー・オブ・ザ・フォトグラフィック・
プロセス４版の４７４～４７５項（１９７７年）に記載されている化合物等が挙げられる
。
【００６０】
　前記還元剤としては、写真現像の分野で公知の現像主薬を用いることができる。例えば
、ハイドロキノン、カテコール、ピロガロール、メチルハイドロキノン、クロルハイドロ
キノン等のポリヒドロキシベンゼン類、１－フェニル－４，４－ジメチル－３－ピラゾリ
ドン、１－フェニル－３－ピラゾリドン、１－フェニル－４－メチル－４－ヒドロキシメ
チル－３－ピラゾリドン等の３－ピラゾリドン類、パラメチルアミノフェノール、パラア
ミノフェノール、パラヒドロキシフェニルグリシン、パラフェニレンジアミン等が挙げら
れる。
【００６１】
　上記した可溶性銀錯塩形成剤及び還元剤は、物理現像核層と一緒に透明基材に塗布して
もよいし、ハロゲン化銀乳剤層中に添加してもよいし、またはアルカリ液中に含有させて
もよく、更に複数の位置に含有してもよいが、少なくともアルカリ液中に含有させるのが
好ましい。
【００６２】
　アルカリ液中への可溶性銀錯塩形成剤の含有量は、現像液１リットル当たり、０．１～
５モルの範囲で用いるのが適当であり、還元剤は現像液１リットル当たり０．０５～１モ
ルの範囲で用いるのが適当である。
【００６３】
　アルカリ液のｐＨは１０以上が好ましく、更に１１～１４の範囲が好ましい。銀錯塩拡
散転写現像を行うためのアルカリ液の適用は、浸漬方式であっても塗布方式であってもよ
い。浸漬方式は、例えば、タンクに大量に貯流されたアルカリ液中に、物理現像核層及び
ハロゲン化銀乳剤層が設けられた透明基材を浸漬しながら搬送するものであり、塗布方式
は、例えばハロゲン化銀乳剤層上にアルカリ液を１平方メートル当たり４０～１２０ｍｌ
程度塗布するものである。
【００６４】
　前述したように、細線パターンとしては、たとえば線幅１０～１００μｍ程度の細線を
縦横に格子状に設けられたものがあるが、細線幅を小さくして格子の間隔を大きくすると
透光性は上がるが導電性は低下し、逆に細線幅を大きくして格子の間隔を小さくすると透
光性は低下して導電性は高くなる。本発明にかかる透明基材上に形成された任意の細線パ
ターンの物理現像による銀画像は、全光線透過率５０％以上の透光性と表面抵抗率１０オ
ーム／□以下の導電性とを同時に満足させることは困難である。具体的にはこの物理現像
による銀画像は、表面抵抗率５０オーム／□以下、好ましくは２０オーム／□以下の導電
性を有しているが、細線幅５０μｍ以下、たとえば細線幅２０μｍのパターンで、全光線
透過率５０％以上とした場合には、表面抵抗率は数百オーム／□～千オーム／□以上にも
なってしまう。しかしながら、この物理現像による銀画像自身は、現像処理後に得られた
銀画像を形成する金属銀粒子が極めて小さく、且つ銀画像中に存在する親水性バインダー
量が極めて少ないことにより、銀画像を形成する金属銀粒子が最密充填状態に近い状態で
銀画像が形成されて通電性を有しているため、銅やニッケルなどの金属による鍍金（メッ
キ）、特に無電解メッキを施すことにより、細線パターンが０．５～１５μｍの厚み及び
１０～５０μｍの線幅であるとき、全光線透過率５０％以上、好ましくは６０％以上の透
光性の細線パターンであっても、表面抵抗率１０オーム／□以下、好ましくは７オーム／
□以下の導電性を保持することができる。
　金属メッシュの全光線透過率を向上させるためには、細線が設けられた領域の面積に対
して、細線間の光透過部の面積を十分に広くする必要がある。このため、細線の間隔は、
１００～９００μｍであることが好ましく、より好ましくは１５０～７００μｍである。
【００６５】
　金属メッキした細線パターンの厚みは所望とする特性により任意に変えることができる
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が、０．５～１５μｍ、好ましくは２～１２μｍの範囲である。また上述の方法によって
作製された電磁波シールド材は、３０ＭＨｚ～１，０００ＭＨｚのような広い周波数帯に
亘って３０ｄＢ以上のシールド効果を得ることができる。
【００６６】
　細線パターンの物理現像銀のメッキは、無電解メッキ法、電解メッキ法あるいは両者を
組み合わせたメッキ法のいずれでも可能であるが、透明基材２１上に電磁波シールド層２
２を作製するにあたり、ロール状の長尺ウェブの上に生成された現像銀からなる細線パタ
ーンに対して、給電することなくメッキが可能であって、メッキ膜厚を均一に施すことが
できる観点からも、無電解メッキによる方法が好ましい。
【００６７】
　本発明において、無電解メッキ法は公知の方法で行うことができるが、無電解メッキは
、例えば銅、ニッケル、銀、金、スズ、はんだ、あるいは銅／ニッケルの多層あるいは複
合系などの従来公知の方法を使用でき、これらについては、「無電解めっき　基礎と応用
；日刊工業新聞社、１９９４年５月３０日初版」等の文献を参照することができる。
【００６８】
　メッキが容易で、かつ導電性に優れ、さらに厚膜にメッキでき、低コスト等の理由によ
り、銅および／またはニッケルを用いることが好ましい。無電解銅メッキ浴の一例を挙げ
ると、硫酸銅：３０ｇ／ｄｍ３、酒石酸ナトリウムカリウム（ロシェル塩）：１００ｇ／
ｄｍ３、ホルムアルデヒド：３０ｃｍ３／ｄｍ３、炭酸ナトリウム：３０ｇ／ｄｍ３、水
酸化ナトリウム：５０ｇ／ｄｍ３、浴温度２４℃で無電解銅メッキすることができる。
　また、無電解ニッケルメッキ浴の一例を挙げると、硫酸ニッケル：２１ｇ／ｄｍ３、ホ
スフィン酸ナトリウム：２５ｇ／ｄｍ３、酢酸ナトリウム：１０ｇ／ｄｍ３、ｐＨ：４～
６、浴温度９０℃で無電解ニッケルメッキすることができる。
　使用する無電解メッキ槽８の型式は、竪型、横型のいずれであっても構わないが、所定
のメッキ滞留時間を確保できるようにロールシート３の移送速度に応じて無電解メッキ槽
８の長さを決定することが望ましい。
【００６９】
　上記方法によって得られる電磁波シールド層（金属メッシュパターン）２２は、メッシ
ュパターンが０．５～１５μｍの厚み及び１０～５０μｍの線幅であるとき、全光線透過
率５０％以上、かつ表面抵抗率が１０オーム／□以下という優れた透光性能と導電性能を
持ち、３０ＭＨｚ～１，０００ＭＨｚのような広い周波数帯に亘って３０ｄＢ以上のシー
ルド効果を発揮することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明によれば、従来の製造方法では対応できない、耐候性があって大型建築物の窓ガ
ラスなどの屋外側に貼り付けて使用するための連続ロールシート状態で供給される電磁波
シールド材を製造することができるので、品質向上やコスト削減などに益するところが大
である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明において、ロールｔｏロールで露光・現像に引き続いて無電解メッキを連
続して行う装置の一例を示す概略図である。
【図２】本発明において、ロールｔｏロールで無電解メッキを行う装置の一例を示す概略
図である。
【図３】（ａ）は本発明の電磁波シールド材ロール体におけるメッシュパターンの配置の
一例を示す部分平面図、（ｂ）は、電磁波シールド材の層構成の一例を示す断面図、（ｃ
）は、電磁波シールド材の層構成の別の一例を示す断面図である。
【図４】本発明で用いられる連続露光装置の一例を示す概略図である。
【図５】本発明で用いられる連続露光装置の別の一例を示す概略図である。
【符号の説明】
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【００７２】
１、１Ａ…電磁波シールド材製造装置、２、２Ａ…原反ロール、３…ロールシート、４…
移送ロール、５…連続露光装置、６…現像装置、７…水洗浄槽、８…無電解メッキ槽、９
…無電解メッキ液、１０…受け槽、１１…循環ポンプ、１２…フィルター、１３…水洗浄
槽、１４…乾燥器、１５…電磁波シールド材ロール体、２０…電磁波シールド材、２１…
透明基材、２２…金属メッシュパターン、２３…現像銀メッシュパターン、２４、２４ａ
、２４ｂ…金属メッキ層、２５…透明樹脂層、２６…ハードコート層、２７…防汚層、２
８…粘着剤層、６０…連続露光装置、６１…円筒ドラム、６２…露光マスク部分、６３…
露光用光源、６４…透明基材、６５…光源カバー、７０…連続露光装置、７１…円筒ドラ
ム、７２…露光マスクフィルム、７３…露光用光源、７４…透明基材、７５…光源カバー
。

【図１】 【図２】
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