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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】８０～３００℃といった比較的低温で加熱処理をしても、充分な硬度、強度、耐
擦傷性等を有する透明被膜を形成できる透明被膜形成用塗布液、該塗布液の製造方法及び
該塗布液を用いて得られる透明被膜付基材の提供。
【解決手段】金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物と、４官能シラン及び／
又はその加水分解縮合物と、金属アルコキシド及び／又はその加水分解縮合物とが、水お
よび有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解又は分散してなり、金属アルコキシド及び／又は
その加水分解縮合物のモル数に対する前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化
合物のモル数の比が０．２５～２．０未満の範囲にあり、金属アルコキシド及び／又はそ
の加水分解縮合物のモル数に対する４官能シラン及び／又はその加水分解縮合物のモル数
の比が０．１～９．０の範囲にある透明被膜形成用塗布液。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物と、
　下記一般式（２）で表される４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物と、
　下記一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物とが
、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または分散してなり、
　下記一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のモ
ル数（Ｍ３）［金属アルコキシド換算］に対する前記金属アルコキシドとキレート形成可
能な有機化合物のモル数（Ｍ１）の比（Ｍ１）／（Ｍ３）が、０．２５以上、２．０未満
の範囲にあり、
　下記一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のモ
ル数（Ｍ３）［金属アルコキシド換算］に対する下記一般式（２）で表される４官能シラ
ンおよび／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ２）［４官能シラン換算］の比（Ｍ２
）／（Ｍ３）が０．１～９．０の範囲にあることを特徴とする透明被膜形成用塗布液。
　　　一般式（２）　　ＳｉＲ３

４

（但し、Ｒ３は炭素数１～８の非置換もしくは置換アルコキシ基、アリールオキシ基、ビ
ニルオキシ基、水酸基、ハロゲン原子または水素原子であり、４個のＲ３は相互に同一で
あってもよく、異なっていてもよい。）
　　　一般式（３）　　Ｍ（ＯＲ４）ｎ

（但し、ＭはＢｅ、Ａｌ、Ｐ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ａｓ、Ｓｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｔｅ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｂ、Ｂ、Ｂ
ｉ、ＣｅまたはＣｕであり、Ｒ４は炭素数１～１０の非置換または置換アルキル基であり
、ｎはＭの原子価と同じ整数である。）
【請求項２】
　透明被膜形成用塗布液における前記ＳｉのＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）が０．００５～１
２質量％の範囲にあり、前記ＭのＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）が０．０２～１４．２５質量％
の範囲にあり、濃度（Ｃ４）と濃度（Ｃ５）との合計濃度（ＣＴ）が０．１～１５質量％
の範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜形成用塗布液。
【請求項３】
　前記有機溶媒の沸点が１２０℃以上であり、２０℃における粘度が１～４００ｍＰａ・
ｓの範囲にあることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の透明被膜形成用塗布液
。
【請求項４】
　請求項１、請求項２または請求項３の何れかに記載の透明被膜形成用塗布液を基材に塗
布し、続いて次の成膜工程１～成膜工程３を行うことを特徴とする透明被膜付基材の製造
方法。
　成膜工程１：基材に塗布された透明被膜形成用塗布液を８０～１５０℃の範囲で加熱乾
燥する工程
　成膜工程２：成膜工程１に続いて、透明被膜形成用塗布液を加熱乾燥して得られた塗布
膜にＵＶ照射する工程
　成膜工程３：成膜工程２に続いて、ＵＶ照射された塗布膜を８０～３００℃の範囲で加
熱する工程
【請求項５】
　前記成膜工程２におけるＵＶ照射が、少なくとも波長２５４ｎｍ及び波長３６５ｎｍの
紫外光の照射であることを特徴とする請求項４に記載の透明被膜付基材の製造方法。
【請求項６】
　基材上に、請求項１、請求項２又は請求項３の何れかに記載の透明被膜形成用塗布液を
用いて形成され、その平均膜厚（Ｔ）が２０～２００ｎｍの範囲にある透明被膜を有して
なることを特徴とする透明被膜付基材。
【請求項７】
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　下記本工程、予備工程１及び予備工程２を含むことを特徴とする透明被膜形成用塗布液
の製造方法。
　本工程：下記予備工程１で調製した予備液１に、下記予備工程２で調製した予備液２を
添加し、続いて水を添加し、５～４０℃で撹拌混合し、透明被膜形成用塗布液を調製する
工程
　予備工程１：有機溶媒に水、加水分解用触媒及び請求項１に記載の一般式（２）で表わ
される４官能シランを添加し、撹拌混合し、予備液１を調製する工程
　予備工程２：請求項１に記載のアルコキシドとキレート形成可能な有機化合物、請求項
１に記載の一般式（３）で表わされる金属アルコキシド(ただし、該金属アルコキシドと
キレート形成可能な有機化合物の量は、該金属アルコキシドの金属１モルに対し、０．２
５～２モルの範囲）及び有機溶媒を混合し、予備液２を調製する工程
【請求項８】
　本工程において前記予備液１に添加される前記予備液２の量が、前記予備液２に含まれ
る前記一般式（３）で表される金属アルコキシドのモル数（ｍ３）に対する前記予備液１
に含まれる前記一般式（２）で表される４官能シランのモル数（ｍ２）の比（ｍ２）／（
ｍ３）が０．１～５．０の範囲なる量であり、前記予備液２における前記一般式（３）で
表される金属アルコキシドのモル数（ｍ３）に対する前記金属アルコキシドとキレート形
成可能な有機化合物のモル数（ｍ１）の比（ｍ１）／（ｍ３）が、０．２５以上、２．０
未満の範囲にあることを特徴とする請求項７記載の透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【請求項９】
　前記予備工程１で調製される予備液１が、４官能シランおよび／またはその加水分解縮
合物を含み、前記予備工程２で調製される予備液２が、金属アルコキシドとキレート形成
可能な有機化合物で安定化された金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物を
含むことを特徴とする請求項７または請求項８記載の透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【請求項１０】
　前記本工程で、４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物と、金属アルコキシド
および／またはその加水分解縮合物との共加水分解および縮合反応を行うことを特徴とす
る請求項９に記載の透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【請求項１１】
　前記４官能シランの加水分解縮合物の重量平均分子量（ポリスチレン換算）が３００～
３０００の範囲であることを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の透明被膜形成
用塗布液の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物、金属アルコキシドおよ
び４官能化合物などが、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または分散してなる
透明被膜形成用塗布液およびその製造方法、並びに透明被膜付基材に関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物、特定の金属アル
コキシドなどを含んでいるために、８０～３００℃という比較的低温で硬化するとともに
、密着性、硬度、膜強度、耐久性、屈折率（高屈折率）等に優れた透明被膜を形成するこ
とのできる透明被膜形成用塗布液およびその製造方法、並びに、該透明被膜形成用塗布液
を基材上に塗布し、硬化してなる透明被膜付基材に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来から、ガラス、プラスチック等の基材に新たな機能を付与するために、基材に被膜
を形成することが行われている。例えば、ガラス、プラスチックシート、プラスチックレ
ンズ、樹脂フィルム、表示装置前面板等の基材表面の耐擦傷性を向上させるため、基材表
面にハードコート膜を形成することが知られている。このようなハードコート膜として有
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機樹脂膜あるいは無機膜をガラスやプラスチック等の基材表面に形成することが行われて
いる。さらに、有機樹脂膜あるいは無機膜中に樹脂粒子あるいはシリカ粒子等の無機粒子
を配合してさらに耐擦傷性を向上させることが行われている。
【０００４】
　また、基材に透明被膜を形成してなり、該透明被膜中に導電性粒子を配合した、帯電防
止性能、電磁波遮蔽性能等を有する透明被膜付基材も知られている。さらに、透明被膜中
に高屈折率粒子を配合した高屈折率透明被膜、透明被膜中に低屈折率粒子を配合した、反
射防止性能を有する低屈折率透明被膜、透明被膜中に着色顔料粒子を配合した透明被膜等
が知られている。
【０００５】
　また、上記耐擦傷性、帯電防止性、反射防止性等に加えて、基材の屈折率あるいは誘電
率を調節するために、ゾル－ゲル法を用いて、アルコキシド化合物を含む塗布液、あるい
はこれにコロイド粒子を配合した塗布液を基材に塗布して被膜を形成することが行われて
いた。しかしながら、この方法では、塗膜を硬化するために５００℃程度の比較的高温で
加熱処理する必要があり、耐熱性の観点から使用できる基材に制限があった。
【０００６】
　この問題を解決する技術として、アセチルアセトナートキレート化合物と、シラン化合
物と、シリコン以外の金属アルコキシドとを含む塗布液を用いて形成された塗膜を乾燥あ
るいは乾燥後に紫外線照射することによって比較的低温で硬化させ、耐久性に優れた透明
セラミックス被膜を形成する方法が開発されている。（特許文献１：特開平２－４８４０
３号公報）
　また、アセチルアセトンで安定化した金属アルコキシドを添加したテトラアルコキシシ
ランを加水分解ならびに脱水縮合させたゾルＡと、１つの官能基をアルキル基化したアル
キルトリアルコキシシランを加水分解ならびに脱水縮合させたゾルＢとを混合した混合物
と、イソプロピルアルコールを主成分とする溶媒と、これらに混在するジオール類からな
るコーティング溶液を用い、微細な凹凸状表層を有するゾルゲル膜を形成する撥水性ガラ
スの製造方法が考案されている。（特許文献２：特開２００５－２８１１３２号公報）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
　
【特許文献１】特開平２－４８４０３号公報
【特許文献２】特開２００５－２８１１３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示した塗布液では、塗布膜を比較的低温で硬化できるも
のの、充分な硬度、強度、耐擦傷性等を有する被膜を得るためには少なくとも３００℃以
上、好ましくは４００℃以上の高温で加熱処理（焼成）する必要があった。このため、こ
の技術を用いても、耐熱性の観点から使用できる基材に制限があった。
【０００９】
　また、特許文献２に開示した塗布液では、微細な凹凸状表層を形成することを目的とし
ているため、凹凸状表層の形成に適した３官能シラン（例えば、アルキルトリアルコキシ
シラン）を加水分解および脱水縮合して得られるゾルを必須としている。このようなゾル
を含む塗布液は、低温では十分な強度の被膜とはなりにくく、強固な被膜とする為には６
００℃程度あるいはそれ以上の温度による焼成が必要であった。このため、この技術は、
耐熱性の観点から、使用できる基材に制限があった。
【００１０】
　本発明は、例えば８０～３００℃、特に８０～２５０℃といった比較的低温で加熱処理
をしても、充分な硬度、強度、耐擦傷性等を有する透明被膜を形成することができる透明
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被膜形成用塗布液、該透明被膜形成用塗布液の製造方法および該透明被膜形成用塗布液を
用いて得られる透明被膜付基材を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、上記問題点を解消すべく鋭意検討した結果、金属アルコキシドとキレート
形成可能な有機化合物と４官能シランと金属アルコキシド（ただし、シリコンアルコキシ
ドを除く）とが水および有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または分散した塗布液を用い
ると、加熱処理温度が３００℃以下であっても充分な硬度、強度、耐擦傷性を有する被膜
を形成できることを見いだして本発明を完成するに至った。
　また、本発明は、透明被膜形成用塗布液に高屈折率粒子を配合することなく、高屈折率
（屈折率１．３～２．３）な透明被膜を形成できる透明被膜形成用塗布液を提供するもの
である。
【００１２】
　第１の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液であり、その態様は次のとおりである。
金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物と、下記一般式（２）で表される４官
能シランおよび／またはその加水分解縮合物と、下記一般式（３）で表される金属アルコ
キシドおよび／またはその加水分解縮合物とが、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に
溶解または分散してなり、　下記一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／また
はその加水分解縮合物のモル数（Ｍ３）［金属アルコキシド換算］に対する前記金属アル
コキシドとキレート形成可能な有機化合物のモル数（Ｍ１）の比（Ｍ１）／（Ｍ３）が、
０．２５以上、２．０未満の範囲にあり、下記一般式（３）で表される金属アルコキシド
および／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ３）［金属アルコキシド換算］に対する
下記一般式（２）で表される４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物のモル数（
Ｍ２）［４官能シラン換算］の比（Ｍ２）／（Ｍ３）が０．１～９．０の範囲にあること
を特徴とする透明被膜形成用塗布液。
【００１３】
　　　一般式（２）　　ＳｉＲ３

４

（但し、Ｒ３は炭素数１～８の非置換もしくは置換アルコキシ基、アリールオキシ基、ビ
ニルオキシ基、水酸基、ハロゲン原子または水素原子であり、４個のＲ３は相互に同一で
あってもよく、異なっていてもよい。）
【００１４】
　　　一般式（３）　　Ｍ（ＯＲ４）ｎ

（但し、ＭはＢｅ、Ａｌ、Ｐ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ａｓ、Ｓｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｔｅ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｂ、Ｂ、Ｂ
ｉ、ＣｅまたはＣｕであり、Ｒ４は炭素数１～１０の非置換または置換アルキル基であり
、ｎはＭの原子価と同じ整数である。）
　第２の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液であり、その態様は次のとおりである。
【００１５】
　前記第１の発明において、
　前記透明被膜形成用塗布液における前記ＳｉのＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）が０．００５
～１２質量％の範囲にあり、前記ＭのＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）が０．０２～１４．２５質
量％の範囲にあり、
　濃度（Ｃ４）と濃度（Ｃ５）との合計濃度（ＣＴ）が０．１～１５質量％の範囲にある
ことを特徴とする請求項１に記載の透明被膜形成用塗布液。
【００１６】
　第３の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液であり、その態様は次のとおりである。
　前記第１または２の発明において、
　前記有機溶媒の沸点が１２０℃以上であり、２０℃における粘度が１～４００ｍＰａ・
ｓの範囲にあることを特徴とする透明被膜形成用塗布液。
【００１７】
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　第４の発明は、特定の透明被膜付基材の製造方法であり、その態様は次のとおりである
。
　前記第１、２または３の何れかの発明における透明被膜形成用塗布液を基材に塗布し、
続いて次の成膜工程１～成膜工程３を行うことを特徴とする透明被膜付基材の製造方法。
【００１８】
　成膜工程１：基材に塗布された透明被膜形成用塗布液を８０～１５０℃の範囲で加熱乾
燥する工程
　成膜工程２：成膜工程１に続いて、透明被膜形成用塗布液を加熱乾燥して得られた塗布
膜にＵＶ照射する工程
　成膜工程３：成膜工程２に続いて、ＵＶ照射された塗布膜を８０～３００℃の範囲で加
熱する工程
【００１９】
　第５の発明は、特定の透明被膜付基材の製造方法であり、その態様は次のとおりである
。
　前記第４の発明において、
　前記成膜工程２におけるＵＶ照射が、少なくとも波長２５４ｎｍ及び波長３６５ｎｍの
紫外光の照射であることを特徴とする透明被膜付基材の製造方法。
【００２０】
　第６の発明は、特定の透明被膜付基材であり、その態様は次のとおりである。
　基材上に、前記第１、２または３の何れかの発明における透明被膜形成用塗布液を用い
て形成され、その平均膜厚（Ｔ）が２０～２００ｎｍの範囲にある透明被膜を有してなる
ことを特徴とする透明被膜付基材。
【００２１】
　第７の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液の製造方法であり、その態様は次のとおり
である。
　下記本工程、予備工程１及び予備工程２を含むことを特徴とする透明被膜形成用塗布液
の製造方法。
【００２２】
　本工程：下記予備工程１で調製した予備液１に、下記予備工程２で調製した予備液２を
添加し、続いて水を添加し、５～４０℃で撹拌混合し、透明被膜形成用塗布液を調製する
工程
　予備工程１：有機溶媒に水、加水分解用触媒及び第１の発明における前記一般式（２）
で表わされる４官能シランを添加し、撹拌混合し、予備液１を調製する工程
　予備工程２：第１の発明における金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物、
第１の発明における一般式（３）で表わされる金属アルコキシド（ただし、該金属アルコ
キシドとキレート形成可能な有機化合物の量は、該金属アルコキシドの金属１モルに対し
、０．２５～２モルの範囲）及び有機溶媒を混合し、予備液２を調製する工程
【００２３】
　第８の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液の製造方法であり、その態様は次のとおり
である。
　前記第７の発明において、
　本工程において前記予備液１に添加される前記予備液２の量が、前記予備液２に含まれ
る前記一般式（３）で表される金属アルコキシドのモル数（ｍ３）に対する前記予備液１
に含まれる前記一般式（２）で表される４官能シランのモル数（ｍ２）の比（ｍ２）／（
ｍ３）が０．１～５．０の範囲なる量であり、前記予備液２における前記一般式（３）で
表される金属アルコキシドのモル数（ｍ３）に対する前記金属アルコキシドとキレート形
成可能な有機化合物のモル数（ｍ１）の比（ｍ１）／（ｍ３）が、０．２５以上、２．０
未満の範囲にあることを特徴とする透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【００２４】
　第９の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液の製造方法であり、その態様は次のとおり
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である。
　前記第７または８の発明において、
　前記予備工程１で調製される予備液１が、４官能シランおよび／またはその加水分解縮
合物を含み、前記予備工程２で調製される予備液２が、金属アルコキシドとキレート形成
可能な有機化合物で安定化された金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物を
含むことを特徴とする透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【００２５】
　第１０の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液の製造方法であり、その態様は次のとお
りである。
　前記第９の発明において、
　前記本工程で、４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物と、金属アルコキシド
および／またはその加水分解縮合物との共加水分解および縮合反応を行うことを特徴とす
る透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【００２６】
　第１１の発明は、特定の透明被膜形成用塗布液の製造方法であり、その態様は次のとお
りである。
　前記第９または１０の発明において、
　前記４官能シランの加水分解縮合物の重量平均分子量（ポリスチレン換算）が３００～
３０００の範囲であることを特徴とする透明被膜形成用塗布液の製造方法。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の透明被膜形成用塗布液は、ＵＶ処理及び８０～３００℃という比較的低温での
加熱処理により充分な硬度と耐擦傷性等を示し、高屈折率（屈折率１．３～２．３）を示
す透明被膜を形成することができる。
【００２８】
　本発明の透明被膜付基材の製造方法は、耐熱性に劣る基材に対しても充分な硬度と耐擦
傷性等を示す透明被膜を形成することができる。
【００２９】
　本発明の透明被膜付基材は、液晶表示装置の透明電極基板と配向膜との間に用いる絶縁
膜、タッチパネルの透明電極上の保護膜等に好適に用いることができる。また、本発明の
透明被膜形成用塗布液は、高屈折率粒子を配合することなく、被膜の高屈折率化を達成し
たものであり、従来の高屈折率粒子を配合した透明被膜形成用塗布液に見られる問題（高
活性な微粒子が溶媒を抱き込みながら増粘することに原因するボイドの発生およびそれに
起因する膜の緻密性の低下、膜硬度の低下、耐薬品性の低下等や低温での被膜形成に適さ
ないこと等）が生じ難いので、特に薄膜（膜厚２０～２００ｎｍ）形成に好適に用いるこ
とができる。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下に、まず本発明に係る透明被膜形成用塗布液およびその製造方法について説明する
。
＜透明被膜形成用塗布液＞
　本発明の透明被膜形成用塗布液は、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物
と、下記一般式（２）で表される４官能シランおよび／又はその加水分解縮合物と、下記
一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物とが水およ
び有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または分散してなるものである。各成分について以
下に述べる。
【００３１】
　　　一般式（２）　　ＳｉＲ３

４

（但し、Ｒ３は炭素数１～８の非置換もしくは置換アルコキシ基、アリールオキシ基、ビ
ニルオキシ基、水酸基、ハロゲン原子または水素原子であり、４個のＲ３は相互に同一で
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あってもよく、異なっていてもよい。）
【００３２】
　　　一般式（３）　　Ｍ（ＯＲ４）ｎ

（但し、ＭはＢｅ、Ａｌ、Ｐ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ａｓ、Ｓｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｔｅ、Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｂ、Ｂ、Ｂ
ｉ、ＣｅまたはＣｕであり、Ｒ４は炭素数１～1０の非置換または置換アルキル基であり
、ｎはＭの原子価と同じ整数である。）
【００３３】
金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物
　本発明においては、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物が使用される。
　金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物としては、例えば、アセチルアセト
ン、トリフルオルアセチルアセトン、ヘキサフルオルアセチルアセトン、ベンゾイルアセ
トン、ベンゾイルトリフルオルアセトン、ジベンゾイルメタン、フロイルアセトン、トリ
フルオルフロイルアセトン、ベンゾイルフロイルメタン、テノイルアセトン、トリフルオ
ルテノイルアセトン、フロイルテノイルアセトン、オキシン、２－メチルオキシン、４－
メチルオキシン、５－メチルオキシン、６－メチルオキシン、７－メチルオキシン、オキ
シン－５－スルホン酸、７－ヨードオキシン－５－スルホン酸、キノリン－２－カルボン
酸、キノリン－８－カルボン酸、８－ヒドロキシシノリン、４－ヒドロキシ－１，５－ナ
フチリジン、８－ヒドロキシ－１，６－ナフチリジン、８－ヒドロキシ－１，７－ナフチ
リジン、５－ヒドロキシキノキサリン、８－ヒドロキシキナゾリン、２，２′－ビピリジ
ン、２－（２′－チエニル）ピリジン、１，１０－フェナントロリン、２－メチル－１，
１０－フェナントロリン、５－メチル－１，１０－フェナントロリン、２，９－ジメチル
－１，１０－フェナントロリン、４，７－ジメチル－１，１０－フェナントロリン、５－
クロル－１，１０－フェナントロリン、６－ブロム－１，１０－フェナントロリン、５－
ニトロ－１，１０－フェナントロリン、５－フェニル－１，１０－フェナントロリン、４
，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン、ジメチルグリオキシム、ジメチルグリ
オキシム－ｏ－メチルエステル、ジメチルジチオカルバミン酸、ジエチルジチオカルバミ
ン酸、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミン、１－ニトロソ－２－ナフトール、２－
ニトロソ－１－ナフトール、３－ヒドロキシフラボン、５－ヒドロキシフラボン、１－（
２－ピリジルアゾ）－２－ナフトール、４－（２－ピリジルアゾ）レゾルシン、２－（４
′－ジメチルアミノフェニルアゾ）ピリジン、エリオクロムブラックＡ、エリオクロムブ
ラックＴ、エリオクロムブルーブラックＢ、エリオクロムブルーブラックＲ、フタレイン
コンプレクソン、アルカノールアミン、ヒドロキシ酸等を挙げることができる。
【００３４】
　金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物のうち、次の一般式（１）で表され
るカルボニル基を２個以上有するカルボニル化合物を好適に使用することができる。
【００３５】
　　　一般式（１）　　Ｒ１－Ｃ（＝Ｏ）－ＣＨ２－Ｃ（＝Ｏ）－Ｒ２

（但し、Ｒ１は炭素数１～１０の有機基である。Ｒ２は炭素数１～１０の有機基または水
酸基である。）
　Ｒ１が表す炭素数１～１０の有機基の例としては、メチル基、エチル基、イソプロピル
基、フェニル基、フリル基、チエニル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、エトキシ
基等を挙げることができる。Ｒ１としては、メチル基、エチル基、エトキシ基等が好まし
い。
【００３６】
　Ｒ２が表わす炭素数１～１０の有機基の例としては、メチル基、エチル基、イソプロピ
ル基、フェニル基、フリル基、チエニル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、エトキ
シ基等を挙げることができる。
【００３７】
　金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物として、特に好適にはアセチルアセ
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トンが使用される。
　前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物は、１種単独で用いてもよく、
複数種を組み合わせて用いてもよい。
【００３８】
４官能シラン
　前記一般式（２）におけるＲ３が表す炭素数１~８の非置換アルコキシ基としては、メ
トキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができる。
　同じく置換アルコキシ基としては、前記非置換アルコキシ基の水素原子をメチル基、エ
チル基等に置き換えてなる基を挙げることができる。
【００３９】
　アリールオキシ基としては、フェノキシ基、ナフチルオキシ基を挙げることができる。
　ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等を挙げること
ができる。
【００４０】
　一般式（２）に存在する４個のＲ３については、任意の個数のＲ３が相互に同一であっ
てもよく、またすべてのＲ３が相互に異なっていてもよい。
　Ｒ３としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ
基等が好ましい。
【００４１】
　前記一般式（２）で表される４官能シランとしては、テトラメトキシシラン、テトラエ
トキシシラン、テトラプロポキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシ
シラン、テトラクロロシラン、トリメトキシシラン等が挙げられる。前記４官能シランと
しては、テトラエトキシシランが好ましい。

　前記４官能シランは、１種単独で用いてもよく、複数種を組み合わせて用いてもよい。
【００４２】
金属アルコキシド
　前記一般式（３）におけるＲ４が表す非置換アルキル基としては、メチル基、エチル基
、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等を挙げることができる。置換アルキル基とし
ては、前記非置換アルキル基の水素原子をメチル基、エチル基、プロピル基等に置き換え
てなる基を挙げることができる。Ｒ４としては、イソプロピル基等が好ましい。
【００４３】
　前記一般式（３）における金属元素Ｍは、Ｂｅ、Ａｌ、Ｐ、Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｆ
ｅ、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｓ、Ｓｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｔｅ、
Ｈｆ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｂ、Ｂ、Ｂｉ、ＣｅまたはＣｕである。これらの中でも　Ｔｉ、Ａｌ
、Ｚｒが好ましい。
【００４４】
　前記一般式（３）で表される金属アルコキシドとしては、例えば、アルミニウムトリメ
トキシド、アルミニウムトリエトキシド、アルミニウムトリプロポキシド、アルミニウム
トリイソプロポキシド、アルミニウムトリｎ－ブトキシド、アルミニウムトリイソブトキ
シド、アルミニウムトリｔ－ブトキシド、アルミニウムトリペンチルオキシド、アルミニ
ウムトリヘキシルオキシド、アルミニウムトリオクチルオキシド、アルミニウムトリベン
ジルオキシド、アルミニウムトリフェノキシド、アルミニウムトリメトキシエトキシド、
アルミニウムトリメトキシエトキシエトキシド、アルミニウムトリメトキシプロポキシド
、チタニウムテトラメトキシド、チタニウムテトラエトキシド、チタニウムテトラプロポ
キシド、チタニウムテトライソプロポキシド、チタニウムテトラメトキシエトキシド、チ
タンテトラブトキシド、ジルコニウムテトラメトキシド、ジルコニウムテトラエトキシド
、ジルコニウムテトラプロポキシド、ジルコニウムテトライソプロポキシド、ジルコニウ
ムテトラメトキシエトキシド、ジルコニアブトキシド、ニオビウムペンタエトキシド、
インジウムトリメトキシド、インジウムトリエトキシド、インジウムトリプロポキシド、
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インジウムトリイソプロポキシド、インジウムトリｎ－ブトキシド、インジウムトリイソ
ブトキシド、インジウムトリｔ－ブトキシド、インジウムトリペンチルオキシド、インジ
ウムトリヘキシルオキシド、インジウムトリオクチルオキシド、インジウムトリベンジル
オキシド、インジウムトリフェノキシド、インジウムトリメトキシエトキシド、インジウ
ムトリメトキシエトキシエトキシド、インジウムトリメトキシプロポキシド、アンチモニ
ートリメトキシド、アンチモニートリエトキシド、アンチモニートリプロポキシド、アン
チモニートリイソプロポキシド、アンチモニートリｎ－ブトキシド、アンチモニートリイ
ソブトキシド等が挙げられる。これらの中でもチタニウムテトライソプロポキシドが好ま
しい。
【００４５】
　本発明の透明被膜形成用塗布液において、前記金属アルコキシドとキレート形成可能な
有機化合物のモル数（Ｍ１）と、前記金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合
物のモル数Ｍ３との比（Ｍ１）／（Ｍ３）は０．２５以上、２．０未満の範囲が好ましく
、 ０．５～１．０の範囲にあることが更に好ましい。前記モル比（Ｍ１）／（Ｍ３）が
２．０以上の場合は、前記金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のＯＲ部
の大半に、前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物が配位することになり
、前記金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物の前記４官能シランおよび／
またはその加水分解縮合物との反応が抑制される場合がある。そうなると、膜硬化時に－
Ｍ－Ｏ－Ｓｉ－の架橋が形成されにくくなり、得られる透明被膜の硬度が不充分となる場
合がある。また、前記モル比（Ｍ１）／（Ｍ３）が２．０以上の場合、透明被膜に残存す
る金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物の量が増加し、膜の表面抵抗値等と
いった電気的特性が経時的に変化し、信頼性が低下する場合がある。前記比（Ｍ１）／（
Ｍ３）が０．２５未満の場合、前記金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物
の反応の進行が過大となるため、塗布液中での加水分解縮合物の安定性が悪くなり、また
塗布液寿命が短くなり、その結果、得られる透明被膜の膜厚、屈折率、硬度等に関する好
ましい特性が安定して得られにくい場合がある。
【００４６】
　透明被膜形成用塗布液において、前記ＳｉのＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）が０．００５～
１２質量％の範囲にあり、前記ＭのＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）が０．０２～１４．２５質量
％の範囲にあり、濃度（Ｃ４）と濃度（Ｃ５）との合計濃度（ＣＴ）が０．１～１５質量
％の範囲にあることが好ましい。
【００４７】
　透明被膜形成用塗布液において、前記ＳｉのＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）がさらには０．
０１～８質量％の範囲にあることが好ましい。前記ＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）が０．００
５質量％未満の場合は、加水分解反応が起こりにくく、得られる透明被膜に十分な硬度が
得られない場合がある。前記ＳｉＯ２換算濃度（Ｃ４）が１２質量％を超えると、加水分
解反応が進み過ぎて安定した塗布液が得られない場合がある。
【００４８】
　また、透明被膜形成用塗布液において、前記ＭのＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）がさらには０
．０４～９．５質量％の範囲にあることが好ましい。前記ＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）が０．
０２質量％未満の場合は、加水分解反応が起こりにくく、得られる透明被膜に十分な硬度
が得られない場合がある。前記ＭＯＸ換算濃度（Ｃ５）が１４．２５質量％を超えると、
加水分解反応が進み過ぎて安定した塗布液が得られない場合がある。
【００４９】
　透明被膜形成用塗布液において、前記合計濃度（ＣＴ）がさらには０．２～１０質量％
の範囲にあることが好ましい。合計濃度（ＣＴ）が０．１質量％未満の場合は、塗布液を
通常の塗布条件で塗布して得られる透明被膜の膜厚が薄くなるので、透明被膜が所望の効
果を発現するための膜厚を得るためには繰り返し塗布をする必要が生じる場合がある。合
計濃度（ＣＴ）が１５質量％を超えると、塗布液を通常の塗布条件で塗布して得られる透
明被膜の膜厚が厚くなるので、透明被膜にクラックが発生する場合がある。また、塗布液
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の安定性が不充分で、経時的に粘度が上昇し、得られる透明被膜の膜厚、屈折率、硬度等
についての好適な特性が安定的に得られない場合がある。
【００５０】
　前記４官能シラン化合物および／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ２）と前記金
属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ３）との比（Ｍ２）／（
Ｍ３）は０．１～９．０の範囲であり、さらには０．２～５．０の範囲にあることが好ま
しい。前記比（Ｍ２）／（Ｍ３）が０．１未満の場合は、塗布液の安定性が低下し、塗布
液寿命が短くなるため、得られる透明被膜の膜厚、屈折率、硬度等に関する好ましい特性
が一定して得られない場合がある。前記比（Ｍ２）／（Ｍ３）が９．０を超えると、塗布
液から形成された塗布膜を３００℃以下の温度で加熱した場合に、得られる透明被膜の硬
度が不十分となり、本発明の効果が得られない場合がある。
【００５１】
　本発明の透明被膜形成用塗布液においては、前記一般式（２）で表される４官能シラン
および／またはその加水分解縮合物の一部と、一般式（３）で表される金属アルコキシド
および／またはその加水分解縮合物の一部とは共加水分解縮合していてもよい。つまり、
本発明の透明被膜形成用塗布液は、前記一般式（２）で表される４官能シランおよび／ま
たはその加水分解縮合物の一部と、一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／ま
たはその加水分解縮合物の一部との共加水分解縮合物を含有してもよい。なお、前記濃度
（Ｃ４）、濃度（Ｃ５）および合計濃度（ＣＴ）ならびにモル数（Ｍ２）、モル数（Ｍ３
）および比（Ｍ２）／（Ｍ３）は、前記共加水分解縮合が起こる前の数値である。
【００５２】
　本発明の透明被膜形成用塗布液は、前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化
合物と、前記一般式（２）で表される４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物と
、前記一般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物とが
、水および有機溶媒からなる混合溶媒中に溶解または分散してなり、前記一般式（３）で
表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ３）［金属ア
ルコキシド換算］に対する前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物のモル
数（Ｍ１）の比（Ｍ１）／（Ｍ３）が、０．２５以上、２．０未満の範囲にあり、前記一
般式（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ
３）［金属アルコキシド換算］に対する下記一般式（２）で表される４官能シランおよび
／またはその加水分解縮合物のモル数（Ｍ２）［４官能シラン換算］の比（Ｍ２）／（Ｍ
３）が０．１～９．０の範囲にある。本発明の透明被膜形成用塗布液においては、前記一
般式（２）で表される４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物の一部と、一般式
（３）で表される金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物の一部は共加水分
解縮合していてもよい。本発明の透明被膜形成用塗布液は、前記の（Ｍ１）／（Ｍ３）お
よび（Ｍ２）／（Ｍ３）の範囲設定により、塗膜硬度等に優れた性能を発揮する被膜を得
ることが可能となったものである。
【００５３】
　混合溶媒
　混合溶媒としては、水および有機溶媒の混合溶媒が用いられる。有機溶媒としては、メ
タノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、ジアセトンアルコール、
フルフリルアルコール、エチレングリコール、ヘキシレングリコール等のアルコール類、
酢酸メチルエステル、酢酸エチルエステル等のエステル類、ジエチルエーテル、エチレン
グリコールモノメチルエーテル、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、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコールモノプロピルエーテル等のエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケト
ン類等が挙げられ、これらを単独で、または混合して用いることができる。
【００５４】
　前記有機溶媒うち、その沸点は好ましくは１２０℃以上、より好ましくは１５０℃以上



(12) JP 2016-191003 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

である。沸点が１２０℃以上であると、塗布液を基材へ塗布する際に、乾燥速度が速すぎ
ることによって発生する外観不良を防止する事ができる。
【００５５】
　前記有機溶媒の２０℃における粘度は好ましくは１ ～４００ｍＰａ・ｓ、より好まし
くは２０～３５０ｍＰａ・ｓの範囲である。粘度が前記範囲内であると、塗布液を基材へ
塗布する際に印刷法やスリットコート法を選択する事ができる。粘度は、コーンプレート
型粘度計により測定される。
【００５６】
　上記有機溶媒の中で、エチレングリコール、ヘキシレングリコールが好ましい。
　なお、該有機溶媒から前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物は除かれ
る。
【００５７】
　前記混合溶媒における水と有機溶媒との混合比率としては、好ましくは水／有機溶媒（
質量比）が２０／８０～０．１／９９．９であり、より好ましくは水／有機溶媒（質量比
）が１０／９０～１／９９　である。
【００５８】
　また、混合される有機溶媒のうち少なくとも１種は、沸点が１２０℃以上であり、２０
℃における粘度が１ ～４００ｍＰａ・ｓである有機溶媒の混合溶媒における比率が５０
質量％以上であることが好ましく、７０質量％以上であることがより好ましい。　
【００５９】
　前記透明被膜形成用塗布液には、後記した透明被膜形成用塗布液の製造工程に由来して
、加水分解用触媒が０．２質量％程度残留することがある。この様な加水分解触媒として
は、代表的には硝酸などを挙げることができる。本発明の透明被膜形成用塗布液の適用用
途に応じて、所望により加水分解触媒を除去することが推奨される。このような操作とし
て、例えば、イオン交換、中和、蒸留などを挙げることができる。
【００６０】
　また、本発明の透明被膜形成用塗布液には、その効果を阻害しない範囲で、任意成分を
添加させることができる。このような任意成分の例としては、無機酸化物微粒子、有機樹
脂微粒子、オルガノポリシロキサン微粒子、顔料、着色料、帯電防止剤、界面活性剤など
を挙げることができる。
【００６１】
＜透明被膜形成用塗布液の製造方法＞
　本発明の透明被膜形成用塗布液の製造方法は、下記本工程、予備工程１及び予備工程２
を含むことを特徴とする。
【００６２】
　本工程：下記予備工程１で調製した予備液１に、下記予備工程２で調製した予備液２を
添加し、続いて水を添加し、５～４０℃で撹拌混合し、透明被膜形成用塗布液を調製する
工程
　予備工程１：有機溶媒に水、加水分解用触媒および前記一般式（２） で表わされる４
官能シランを添加し、撹拌混合し、予備液１を調製する工程
　予備工程２：前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物、前記一般式（３
）で表わされる金属アルコキシド（ただし、該金属アルコキシドとキレート形成可能な有
機化合物の量は、該金属アルコキシドの金属１モルに対し、０．２５～２．０モルの範囲
）及び有機溶媒を混合し、予備液２を調製する工程
【００６３】
予備工程１
　予備工程１では、有機溶媒中で水および加水分解用触媒の存在下、少なくとも部分的に
４官能シランの加水分解縮合を進行させ、４官能シランおよび／又はその加水分解縮合物
が有機溶媒に分散してなる予備液１を調製する。
【００６４】
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　加水分解用触媒としては、従来公知の触媒を使用することができ、その例としては、（
ａ）硝酸、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、フッ化水素などの無機酸、（ｂ）シュウ酸
、マレイン酸などのカルボン酸、（ｃ）メタンスルホン酸などのスルホン酸、（ｄ）酸性
或いは弱酸性の無機塩、（ｅ）固体酸、（ｆ）水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸
化カリウムなどの塩基性物質、（ｇ）酢酸ナトリウム、ギ酸ナトリウムなどの有機酸塩、
（ｈ）アンモニア、ブチルアミン、ｎ－ヘキシルアミン、トリエチルアミン、ジアザビシ
クロウンデセンなどのアミン化合物などを例示することができるが、これらに限定される
ものではない。これらの触媒を複数種混合して使用してもよい。加水分解用触媒の量は、
前記４官能シラン（ＳｉＯ２換算）に対して０．００１～１．０モル％の範囲内であるこ
とが好ましい。
【００６５】
　水の使用量は、前記４官能シラン１モル（ＳｉＯ２換算）に対し、０．５～４．０モル
の範囲が好ましい。このモル比の範囲が、前記４官能シランの加水分解を効果的に進める
点で有効である。なお、水の使用量は、より好ましくは１．０～３．０モルの範囲が推奨
される。
【００６６】
　有機溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、
ジアセトンアルコール、フルフリルアルコール、エチレングリコール、ヘキシレングリコ
ール等のアルコール類、酢酸メチルエステル、酢酸エチルエステル等のエステル類、ジエ
チルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、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、プロピレングリコールモノメチル
エーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル等のエーテル類、アセトン、メチ
ルエチルケトン等のケトン類等が挙げられ、これらを単独で、または混合して用いること
ができる。
【００６７】
　なお、該有機溶媒から前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物は除かれ
る。
　前記４官能シランとしては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプ
ロポキシシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシランが好適に使用され
る。なお、４官能シランは、通常は所望の有機溶媒に溶解された状態で使用される。
【００６８】
　予備工程１における有機溶媒の使用量については、４官能シランの加水分解縮合が進行
できる程度であれば、格別に限定されるものではないが、通常は、予備液１中の４官能シ
ランの濃度（Ｃ２）が０．０１～８質量％（ＳｉＯ２換算）の範囲となる量が推奨される
。
【００６９】
　予備工程１では、通常は有機溶媒に水、加水分解用触媒、４官能シランを添加し、５～
４０℃で５～１２０分の撹拌を行い、予備液１を調製する。予備液１には、４官能シラン
および／またはその加水分解縮合物が含まれる。
【００７０】
予備工程２
　予備工程２では、有機溶媒に金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物と、一
般式（３）で表される金属アルコキシドを添加し、撹拌することにより金属アルコキシド
および／またはその加水分解縮合物を含む予備液２を調製する。
【００７１】
　予備工程２における前記金属アルコキシドのモル数（ｍ３）に対する前記金属アルコキ
シドとキレート形成可能な有機化合物のモル数（ｍ１）の比（ｍ１）／（ｍ３）は、０．
２５以上、２．０未満の範囲、すなわち前記金属アルコキシドとキレート形成可能な有機
化合物の量は、前記金属アルコキシドの金属１モルに対し、０．２５モル以上、２．０モ
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ル未満の範囲にあることが好ましい。予備工程２において、金属アルコキシドとキレート
形成可能な有機化合物は金属アルコキシドのアルコキシ基に配位するが、モル比（ｍ１）
／（ｍ３）が０．２５以上、２．０未満の範囲にあれば、金属アルコキシドとキレート形
成可能な有機化合物に配位されない金属アルコキシドが残存するので、前記金属アルコキ
シドおよび／またはその加水分解縮合物の反応性を制御する点で好ましい。モル比（ｍ１
）／（ｍ３）が２．０以上の場合、金属アルコキシドのアルコキシ基に対する配位が進行
しすぎるので、金属アルコキシドの安定化が過大となり、４官能シラン等との共加水分解
縮合にも影響し、透明被膜形成用塗布液の低温硬化（８０～３００℃）にも適さなくなる
。
【００７２】
　なお、モル比（ｍ１）／（ｍ３）は、更に好適には０．５～１．０の範囲である。　予
備工程２における、予備液２中の前記金属アルコキシドの濃度（Ｃ３）は０．０４～９．
５質量％（ＭＯｘ換算）の範囲が好ましい。

　前記予備工程２で調製される予備液２は、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機
化合物が配位した金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物を含む。
【００７３】
本工程
　前記予備工程１で調製した予備液１に、前記予備工程２で調製した予備液２を添加し、
続いて水を添加し、５～４０℃で撹拌混合し、透明被膜形成用塗布液を調製する。この工
程を「本工程」と称する。本工程で、４官能シランおよび／またはその加水分解縮合物と
、金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物との共加水分解および縮合反応が
行われてもよい。
【００７４】
　４官能シランの加水分解縮合物の重量平均分子量（ポリスチレン換算）は３００～３０
００の範囲であることが好ましく、５００～１５００の範囲であることがより好ましい。
前記重量平均分子量が前記範囲内であると、４官能シランの加水分解縮合物と金属アルコ
キシドおよび／またはその加水分解縮合物との均一な共加水分解および縮合反応が行われ
、緻密な共加水分解縮合物を得ることができるので、高屈折率で緻密な本発明の透明被膜
付基材を得るうえでも好ましい。
【００７５】
　予備液１と予備液２との混合割合については、予備液２に含まれる金属アルコキシドお
よび／またはその加水分解縮合物の金属アルコキシド換算モル数（ｍ３）に対する予備液
１に含まれる４官能シランおよび／又はその加水分解縮合物の４官能シラン換算モル数（
ｍ２）の比（ｍ２）／（ｍ３）が０．１～０．９の範囲であることが好ましい。モル比（
ｍ２）／（ｍ３）がこの範囲にある場合は、４官能シランおよび／またはその加水分解縮
合物と、金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物との加水分解縮合反応が進
行し、得られる透明被膜の均一性が向上する点で好ましい。なお、前記モル比（ｍ２）／
（ｍ３）の値は、好適には、０．２～５．０の範囲である。
【００７６】
　水の添加量は、予備液１と予備液２との混合液に対し０．０１～１．０質量％が好まし
く、０．２５～０．７５質量％がより好ましい。
【００７７】
　水を添加した後の撹拌混合温度は５～４０℃であり、好ましくは５～２５℃である。
　上記水の添加により、４官能シランの加水分解縮合物と金属アルコキシト゛および／ま
たはその加水分解縮合物との共加水分解縮合反応が促進されるので、緻密な透明被膜を得
るうえで好ましい。
【００７８】
　前記本工程で使用する予備液１に含まれる４官能シランの加水分解縮合物は、その重量
平均分子量（ポリスチレン換算）が３００～３０００の範囲であることが好ましい。重量
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平均分子量がこの範囲であれば、４官能シランの加水分解縮合物と金属アルコキシドおよ
び／またはその加水分解縮合物との均一な共加水分解および縮合が行われる点で有利であ
る。重量平均分子量が下限値３００未満の場合は、４官能シランの加水分解縮合物と金属
アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物との反応性の差が大きすぎるため、均一
な共加水分解および縮合が行なわれにくい点で不利であり、上限値３０００を超える場合
は、金属アルコキシドおよび／またはその加水分解縮合物同士が反応しやすくなり、塗布
液の安定性が低下し易くなる。重量平均分子量範囲は、より好適には５００～１５００の
範囲である。
【００７９】
＜透明被膜付基材＞
　本発明の透明被膜付基材は、基材上に、前記透明被膜形成用塗布液を用いて形成された
透明被膜を有してなる。
　前記基材としては、例えばガラス、ＩＴＯ膜が処理された基材、ポリカーボネート、ア
クリル樹脂、ＰＥＴ、ＴＡＣ等のプラスチックシート、プラスチックフィルム等、プラス
チックパネル等を挙げることができる。
【００８０】
　前記透明被膜の平均膜厚（Ｔ）は２０～２００ｎｍの範囲にあり、好ましくは４０～１
５０ｎｍである。
　透明被膜の平均膜厚（Ｔ）が２０ｎｍ未満の場合は、膜厚が薄すぎて成膜できない部分
、すなわち塗布ムラが生じ、成膜した効果が得られない場合がある。透明被膜の平均膜厚
（Ｔ）が２００ｎｍを超えると、クラックが発生する場合があり、このため、膜の強度、
硬度が不十分となる場合がある。
【００８１】
＜透明被膜付基材の製造方法＞
　本発明に係る透明被膜付基材の製造方法は、透明被膜形成用塗布液を基材に塗布し、続
いて次の成膜工程１～成膜工程３を行うことを特徴とする。
【００８２】
　成膜工程１：基材に塗布された透明被膜形成用塗布液を８０～１５０℃の範囲で加熱乾
燥する工程
　成膜工程２：成膜工程１に続いて、透明被膜形成用塗布液を加熱乾燥して得られた塗布
膜にＵＶ照射する工程
　成膜工程３：成膜工程２に続いて、ＵＶ照射された塗布膜を８０～３００℃の範囲で加
熱する工程
【００８３】
　透明被膜形成用塗布液を基材へ塗布する方法としては、ディップ法、スピナー法、バー
コート法、スプレー法、ロールコーター法、フレキソ印刷法、スリットコート法等従来公
知の方法を採用することができる。本発明に用いる基材としては、例えば、ガラス、ＩＴ
Ｏ膜が処理された基材、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ＰＥＴ、ＴＡＣ等のプラスチ
ックシート、プラスチックフィルム等、プラスチックパネル等が挙げられる。
【００８４】
　成膜工程１において、基材に塗布された透明被膜形成用塗布液を加熱乾燥する温度は８
０～１５０℃である。前記加熱乾燥温度は、基材を変質することなく所望の強度、硬度、
耐擦傷性等が得られれば特に制限はないが、前記範囲であると好ましく、８０～１５０℃
、９０～１４０℃の範囲にあることがさらに好ましい。また、加熱乾燥は、実用上、１～
１０分かけて行われる。
【００８５】
　成膜工程１において、加熱乾燥における乾燥処理と加熱処理とに明確な境は無く、成膜
工程３を行った後に所望の硬度、強度等を有する透明被膜が得られれば、同時に乾燥処理
と加熱処理とを行ってもよく、乾燥処理をした後に乾燥温度より高温で加熱処理をしても
よい。
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【００８６】
　乾燥方法、加熱処理方法としては従来公知の方法を採用することができる。また、電磁
波照射処理を併用することもできる。
【００８７】
　乾燥加熱温度が８０℃未満の場合は、溶媒の残存や、－Ｍ－Ｏ－Ｍ－、または、－Ｍ－
Ｏ－Ｓｉ－の架橋不足により、十分な膜強度が得られず、加熱乾燥温度が１５０℃を超え
ると、前記４官能シランおよび／または加水分解縮合物の有機基が分解し、目的の膜特性
が得られなくなることがある。
【００８８】
　成膜工程２では、成膜工程１に続いて、透明被膜形成用塗布液を加熱乾燥して得られた
塗布膜にＵＶ（紫外線）を照射する。例えば、２ｋｗの高圧水銀灯を用いて３，０００ｍ
Ｊ／ｃｍ２ の紫外線を照射する。ＵＶ照射により、塗布膜内で配位していた金属アルコ
キシドとキレート形成可能な有機化合物の脱離が生じて、塗布膜は成膜工程３で架橋しや
すい状態となる。ＵＶ照射は、少なくとも波長２５４ｎｍ及び波長３６５ｎｍの紫外光の
照射であることが、金属アルコキシドとキレート形成可能な有機化合物等を効果的に除去
する観点から好ましい。
【００８９】
　成膜工程２に続いて、成膜工程３において、ＵＶ照射された塗布膜を８０～３００℃の
範囲で加熱する。この加熱により塗布膜において十分に架橋が進み、透明被膜が形成され
る。加熱温度が８０～３００℃の範囲にあれば、たとえばＩＴＯ配線の抵抗変化が抑制さ
れる点で有利である。なお、加熱時間は、実用上、１～１０分で行われる。
【実施例】
【００９０】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
り限定されるものではない。
［実施例１］
透明被膜形成用塗布液（１）の調製
（予備工程１）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）４４６０．４１ｇ、純水２１２．６６ｇお
よび濃度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら
一般式（２）で表わされる４官能シラン化合物としてエチルシリケート（多摩化学（株）
製：ＳｉＯ２濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して固形分
濃度６．０質量％の予備液１－１を調製した。
【００９１】
（予備工程２）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を２９４６．６２ｇ、金属アルコキシドと
キレート形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を１４７．
６８ｇ、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マツモトフ
ァインケミカル（株）製：ＴＡ－１０、ＴｉＯ２濃度２８質量％）を８４３．９ｇ混合し
、５分間撹拌して固形分濃度６．０質量％の予備液２－１を調製した。
【００９２】
（本工程）
　撹拌しながら前記予備液１－１に前記予備液２－１を混合し、１０分間撹拌した後、純
水４９．２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μｍのフィルタ
ーで濾過を行い、凝集物等を除去して全固形分濃度６．０質量％の透明被膜形成用塗布液
（１）を調製した。
【００９３】
　得られた透明被膜形成用塗布液（１）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
なお、表１中でＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｃ２、Ｃ３及びＣＴで表される記号の意味は、次の表
５のとおりである（他の実施例又は比較例における各透明被膜形成用塗布液についても同
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様である。）。
【００９４】
【表５】

【００９５】
　また、透明被膜形成用塗布液における４官能シランのＳｉＯ２換算濃度（質量％）をＣ
４で表し、同じく金属アルコキシドのＭＯｘ換算濃度（質量％）をＣ５で表す。
透明被膜付基材（１）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）をフレキソ印刷法にて、ＩＴＯ膜付ガラス基板（ＡＧＣフ
ァブリテック（株）製、厚み：１．１ｍｍ）上に塗布し、９０℃で５分間乾燥し、ついで
、波長３６５ｎｍの紫外線（３０００ｍＪ／ｃｍ２）と波長２５４ｎｍの紫外線（２００
０ｍＪ／ｃｍ２）を照射した後、２３０℃で３０分間加熱して透明被膜付基材（１－１）
を作製した。
【００９６】
　得られた透明被膜付基材（１－１）について、膜厚、鉛筆硬度を以下の方法で測定した
。結果を表２に示す。
【００９７】
　別途、透明被膜形成用塗布液（１）をフレキソ印刷法にて、シリカ膜付ガラス基板（Ａ
ＧＣファブリテック（株）製、厚み：１．１ｍｍ）上に塗布し、９０℃で５分間乾燥し、
ついで、波長３６５ｎｍの紫外線（３０００ｍＪ／ｃｍ２）と波長２５４ｎｍの紫外線（
２０００ｍＪ／ｃｍ２）を照射した後、２３０℃で３０分間加熱して透明被膜付基材（１
－２）を作製した。



(18) JP 2016-191003 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

【００９８】
　得られた透明被膜付基材 （１－２）について、表面抵抗値、全光線透過率、ヘイズ、
耐擦傷性を以下の方法で測定した。結果を表２に示す。
【００９９】
　別途、透明被膜形成用塗布液（１）をフレキソ印刷法にて、６インチシリコンウェハ（
（株）松崎製作所製、厚み：０．６２５ｍｍ）上に塗布し、９０℃で５分間乾燥し、つい
で、波長３６５ｎｍの紫外線（３０００ｍＪ／ｃｍ２）と波長２５４ｎｍの紫外線（２０
００ｍＪ／ｃｍ２）を照射した後、２３０℃で３０分間加熱して透明被膜付基材（１－３
）を作製した。
【０１００】
　得られた透明被膜付基材（１－３）について、屈折率を以下の方法で測定した。結果を
表２に示す。
【０１０１】
　膜厚　
　膜厚は、表面粗さ測定機（東京精密（株）製：サーフコム）にて測定した。
【０１０２】
　鉛筆硬度
　鉛筆硬度は、ＪＩＳ－Ｋ－５６００に準じて鉛筆硬度試験器により測定した。即ち、透
明被膜表面に対して４５度の角度に鉛筆をセットし、所定の加重を負荷して一定速度で引
っ張り、傷の有無を観察した。
【０１０３】
　表面抵抗値
　表面抵抗値は、表面抵抗測定機（（株）三菱化学アナリテック製：ハイレスターＵＸ　
ＭＣＰ－ＨＴ８００）にて測定した。
【０１０４】
　全光線透過率およびヘイズ
　全光線透過率およびヘイズは、ヘーズメーター（スガ試験機（株）製）により測定した
。
【０１０５】
　耐擦傷性の測定
　＃００００スチールウールを透明被膜表面に当て、荷重２ｋｇ／ｃｍ２で１０回摺動し
、膜の表面を目視観察し、以下の基準で耐擦傷性を評価した。
【０１０６】
　評価基準：
　筋条の傷が認められない　　：◎
　筋条に傷が僅かに認められる：○
　筋条に傷が多数認められる　：△
　面が全体的に削られている　：×
【０１０７】
　屈折率
　屈折率は、分光エリプソメーター（ＳＯＰＲＡ（株）製：ＥＳ４Ｇ、＠５５０ｎｍ）に
て測定した。
【０１０８】
［実施例２］
　透明被膜形成用塗布液（２）の調製
　予備工程２において、ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を２５０３．５８ｇ
、アセチルアセトン（和光純薬（株）製）を５９０．７２ｇ用いたこと以外は実施例１と
同様にして、全固形分濃度６．０質量％の透明被膜形成用塗布液（２）を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（２）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
【０１０９】



(19) JP 2016-191003 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

　透明被膜付基材（２）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（２）を用いたこと以外は
実施例１と同様にして透明被膜付基材（２－１）～（２－３）を作製した。
【０１１０】
　得られた透明被膜付基材（２－１）～（２－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を表２
に示す。
【０１１１】
［実施例３］
　透明被膜形成用塗布液（３）の調製
　予備工程２において、ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を３０２０．４６ｇ
、アセチルアセトン（和光純薬（株）製）を７３．８４ｇ用いたこと以外は実施例１と同
様にして、全固形分濃度６．０質量％の透明被膜形成用塗布液（３）を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（３）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
【０１１２】
　透明被膜付基材（３）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（３）を用いたこと以外は
実施例１と同様にして透明被膜付基材（３－１）～（３－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（３－１）～（３－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を表２
に示す。
【０１１３】
［実施例４］
　透明被膜形成用塗布液（４）の調製
（予備工程１）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）１０３５０ｇ、純水２１２．６６ｇおよび
濃度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら一般
式（２）で表わされる４官能シランとしてエチルシリケート（多摩化学（株）製：ＳｉＯ

２濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して固形分濃度３．０
質量％の予備液１－４を調製した。
【０１１４】
（予備工程２）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を６８７５ｇ、金属アルコキシドとキレー
ト形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を１４７．６８ｇ
、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マツモトファイン
ケミカル（株）製：ＴＡ－１０、ＴｉＯ２濃度２８質量％）を８４３．９ｇ混合し、５分
間撹拌して、固形分濃度３．０質量％の予備液２－４を調製した。
【０１１５】
（本工程）
　撹拌しながら予備液１－４に予備液２－４を混合し、１０分間撹拌した後、純水４９．
２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μｍのフィルターで濾過
を行い、凝集物等を除去して、全固形分濃度３．０質量％の透明被膜形成用塗布液（４）
を調製した。
【０１１６】
　得られた透明被膜形成用塗布液（４）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
透明被膜付基材（４）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（４）を用いたこと以外は
実施例１と同様にして透明被膜付基材（４－１）～（４－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（４－１）～（４－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を表２
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に示す。
【０１１７】
［実施例５］
　透明被膜形成用塗布液（５）の調製
（予備工程１）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）２４７５ｇ、純水２１２．６６ｇおよび濃
度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら一般式
（２）で表わされる４官能シランとしてエチルシリケート（多摩化学（株）製：ＳｉＯ２

濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して、固形分濃度９．０
質量％の予備液１－５を調製した。
【０１１８】
（予備工程２）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を１６３５ｇ、金属アルコキシドとキレー
ト形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を１４７．６８ｇ
、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マツモトファイン
ケミカル（株）製：ＴＡ－１０、ＴｉＯ２濃度２８質量％）を８４３．９ｇ混合し、５分
間撹拌して、固形分濃度９．０質量％の予備液２－５を調製した。
【０１１９】
（本工程）
　撹拌しながら予備液１－５に予備液２－５を混合し、１０分間撹拌した後、純水４９．
２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μｍのフィルターで濾過
を行い、凝集物等を除去して、全固形分濃度９．０質量％の透明被膜形成用塗布液（５）
を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（５）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
【０１２０】
透明被膜付基材（５）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（５）を用いたこと以外は
実施例１と同様にして透明被膜付基材（５－１）～（５－１）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（５－１）～（５－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を表２
に示す。
【０１２１】
［実施例６］
透明被膜付基材（６）の作製
　実施例１において、１２０℃で３０分間加熱した以外は同様にして透明被膜付基材（６
－１）～（６－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（６－１）～（６－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を測定し、結果を表２に示す。
【０１２２】
［実施例７］
透明被膜付基材（７）の作製
　実施例１において、２８０℃で３０分間加熱した以外は同様にして透明被膜付基材（７
－１）～（７－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（７－１）～（７－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を測定し、結果を表２に示す。
【０１２３】
［実施例８］
　透明被膜形成用塗布液（８）の調製
（予備工程１）
　実施例１と同様にして固形分濃度６．０質量％の予備液１－８を調製した。
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【０１２４】
（予備工程２）
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を２９４６．６２ｇ、金属アルコキシドと
キレート形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を１４７．
６８ｇ、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マツモトフ
ァインケミカル（株）製：ＺＡ－４５、ＺｒＯ２濃度２８．２質量％）を１２９３．３７
ｇ混合し、５分間撹拌して、固形分濃度６．０質量％の予備液２－８を調製した。
【０１２５】
（本工程）
　撹拌しながら予備液１－８に予備液２－８を混合し、１０分間撹拌した後、純水４９．
２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μｍのフィルターで濾過
を行い、凝集物等を除去して、全固形分濃度６．０質量％の透明被膜形成用塗布液（８）
を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（８）における各成分の濃度、モル比等を表１に示す。
【０１２６】
透明被膜付基材（８）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（８）を用いた以外は実施
例１と同様にして透明被膜付基材（８－１）~（８－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（８－１）~（８－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬
度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を表２
に示す。
【０１２７】
　［比較例１］
　透明被膜形成用塗布液（Ｒ１）の調製　
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）４４６０．４１ｇ、純水２１２．６６ｇお
よび濃度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら
一般式（２）で表わされる４官能シランとしてエチルシリケート（多摩化学（株）製：Ｓ
ｉＯ２濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して、固形分濃度
６．０質量％の４官能シラン溶液を調製した。
【０１２８】
　別途、ＴｉＯ２濃度として９．８質量％のジイソプロポキシ－ビスアセチルアセトナト
チタン２４１１．１４ｇ、ｎ－ブタノール１５２７．０３ｇを混合し、５分間撹拌して、
固形分濃度６．０質量％の金属アルコキシド溶液を調製した。
【０１２９】
　ついで、撹拌しながら４官能シラン溶液に金属アルコキシド溶液を混合し、１０分間撹
拌した後、純水４９．２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μ
ｍのフィルターで濾過を行い、凝集物等を除去して、全固形分濃度６．０質量％の透明被
膜形成用塗布液（Ｒ１）を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（Ｒ１）における各成分の濃度、モル比等を表３に示す
。
【０１３０】
透明被膜付基材（Ｒ１）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（Ｒ１）を用い、紫外線照
射後の加熱条件を３００℃、３０分間としたこと以外は実施例１と同様にして、透明被膜
付基材（Ｒ１－１）～（Ｒ１－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（Ｒ１－１）～（Ｒ１－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛
筆硬度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を
表４に示す。
【０１３１】
［比較例２］
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透明被膜付基材（Ｒ２）の作製
　比較例1において、比較例１と同様にして調製した透明被膜形成用塗布液（Ｒ２）を用
い、２００℃で３０分間加熱した以外は同様にして透明被膜付基材（Ｒ２－１）～（Ｒ２
－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（Ｒ２－１）～（Ｒ２－３） について、膜厚、表面抵抗値、
鉛筆硬度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を測定し、結果を表４に示す。
【０１３２】
［比較例３］
透明被膜付基材（Ｒ３）の作製
　比較例1において、比較例１と同様にして調製した透明被膜形成用塗布液（Ｒ１）を用
い、１２０℃で３０分間加熱した以外は同様にして透明被膜付基材（Ｒ３）を作製した。
得られた透明被膜付基材（Ｒ３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛筆硬度、屈折率、全光
線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を測定し、結果を表４に示す。
【０１３３】
［比較例４］
　透明被膜形成用塗布液（Ｒ４）の調製
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）４４６０．４１ｇ、純水２１２．６６ｇお
よび濃度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら
一般式（２）で表わされる４官能シランとしてエチルシリケート（多摩化学（株）製：Ｓ
ｉＯ２濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して、固形分濃度
６．０質量％の４官能シラン溶液を調製した。
【０１３４】
　別途、ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を１９１２．８６ｇ、金属アルコキ
シドとキレート形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を１
１８１．４４ｇ、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マ
ツモトファインケミカル(株)製： ＴＡ－１０、ＴｉＯ２濃度２８質量％）を８４３．９
ｇ混合し、５分間撹拌して、固形分濃度６．０質量％の金属アルコキシド溶液を調製した
。
【０１３５】
　ついで、撹拌しながら４官能シラン溶液に金属アルコキシド溶液を混合し、１０分間撹
拌した後、純水４９．２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌した。撹拌終了後、０．２μ
ｍのフィルターで濾過を行い、凝集物等を除去して、全固形分濃度６．０質量％の透明被
膜形成用塗布液（Ｒ４）を調製した。
　得られた透明被膜形成用塗布液（Ｒ４）における各成分の濃度、モル比等を表３に示す
。
【０１３６】
透明被膜付基材（Ｒ４）の作製
　透明被膜形成用塗布液（１）に替えて透明被膜形成用塗布液（Ｒ４）を用いたこと以外
は実施例１と同様にして透明被膜付基材（Ｒ４－１）～（Ｒ４－３）を作製した。
　得られた透明被膜付基材（Ｒ４－１）～（Ｒ４－３）について、膜厚、表面抵抗値、鉛
筆硬度、屈折率、全光線透過率、ヘイズ、耐擦傷性を実施例１と同様に測定した。結果を
表４に示す。
【０１３７】
［比較例５］
　透明被膜形成用塗布液（Ｒ５）の調製
　ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）４４６０．４１ｇ、純水２１２．６６ｇお
よび濃度６０質量％の硝酸３．５４ｇを混合し、５分間撹拌した。ついで、撹拌しながら
一般式（２）で表わされる４官能シランとしてエチルシリケート（多摩化学（株）製：Ｓ
ｉＯ２濃度２８．８質量％）を１２３０．６９ｇ添加し、３０分間撹拌して固形分濃度６
．０質量％の４官能シラン溶液を調製した。



(23) JP 2016-191003 A 2016.11.10

10

【０１３８】
　別途、ヘキシレングリコール（和光純薬（株）製）を３０２８．４７ｇ、金属アルコキ
シドとキレート形成可能な有機化合物としてアセチルアセトン（和光純薬（株）製）を６
５．８ｇ、一般式（３）で表わされる金属アルコキシドとしてオルガチックス（マツモト
ファインケミカル（株）製：ＴＡ－１０、ＴｉＯ２濃度２８質量％）を８４３．９ｇ混合
し、５分間撹拌して、固形分濃度６．０質量％の金属アルコキシド溶液を調製した。
【０１３９】
　ついで、撹拌しながら４官能シラン溶液に金属アルコキシド溶液を混合し、１０分間撹
拌した後、純水４９．２３ｇを加え、５℃で１４４時間撹拌したが、撹拌途中でゲル化が
認められたので、透明被膜付基材の作製、評価は実施しなかった。
　得られた透明被膜形成用塗布液（Ｒ５）（ゲルを含む）における各成分の濃度、モル比
等を表３に示す。
【０１４０】
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【表１】

【０１４１】
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【０１４２】
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